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Amazon Personalize の料金

Amazon Personalize とは
Amazon Personalize は、データを利用してユーザーに推奨される商品を生成するためにフルマネージド型
の機械学習サービスです。また、特定のアイテムやアイテムメタデータに対するユーザーの親和性に基づ
いてユーザーセグメントを生成することもできます。

一般的なユースケースには以下が含まれます。

• 動画ストリーミングアプリのパーソナライズ — 設定済みまたはカスタマイズ可能な Amazon 
Personalize リソースを使用して、ストリーミングアプリに複数の種類のパーソナライズされたおすすめ
動画を追加できます。たとえば、「あなたにおすすめ」、「Xにいいね！」、「最も人気のあるおすす
め動画」などです。

• e コマースアプリへのおすすめ商品の追加 — 設定済みまたはカスタマイズ可能な Amazon Personalize 
リソースを使用して、複数の種類のパーソナライズされたおすすめ商品を小売アプリに追加できます。
たとえば、「自分におすすめ」、「よく一緒に購入する」、「X」を閲覧したお客様はおすすめ商品も
見ています。

• パーソナライズされた E メールの作成 — カスタマイズ可能な Amazon Personalize リソースを使用し
て、メーリングリストのすべてのユーザー向けの推奨を一括生成できます。次に、AWSサービスまたは
サードパーティのサービスを使用して (p. 3) (p. 3)、カタログ内の商品を推奨するパーソナライ
ズされた電子メールをユーザーに送信できます。

• ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンの作成 — Amazon Personalize を使用して、カタロ
グ内のアイテムとインタラクションする可能性が最も高いユーザーのセグメントを生成できます。次
に、AWSサービスまたはサードパーティのサービスを使用して (p. 3) (p. 3)、さまざまなアイテ
ムをさまざまなユーザーセグメントに宣伝するターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを作成
できます。

Amazon Personalize は、主にインタラクションデータに基づいてレコメンデーションを生成します。イ
ンタラクションデータは、カタログ内のアイテムを操作するユーザーからのデータです。たとえば、ユー
ザーがさまざまなアイテムをクリックしたとします。インタラクションデータは、CSV ファイル内の履歴
の一括インタラクションレコードと、カタログを操作するユーザーからのリアルタイムイベントの両方か
ら取得できます。Amazon Personalize は、ジャンル、価格、性別など、商品やユーザーに関するメタデー
タも使用する場合があります。

Amazon Personalize には、リアルタイムでパーソナライズするための API オペレーションと、一括レコメ
ンデーションやユーザーセグメントのバッチオペレーションが含まれています。ビジネスドメインでユー
スケース向けに最適化されたレコメンダーをすぐに開始することも、独自の設定可能なカスタムリソース
を作成することもできます。

トピック
• Amazon Personalize の料金 (p. 1)
• Amazon Personalize の初回利用ユーザーにガイダンス (p. 2)
• AWS関連サービスとソリューション (p. 3)
• サードパーティのサービス (p. 3)
• 詳細 (p. 4)

Amazon Personalize の料金
Amazon Personalize では、最低料金や前払いの義務は発生しません。AWS無料利用枠では、AWS利用可
能な地域ごとに毎月最大 20 GB のデータ処理、AWS対象地域ごとに最大 100 時間のトレーニング時間、1 
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か月あたり最大 50 TPS 時間のリアルタイム推奨が提供されます。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 Personalize の料金表を参照してください。

Amazon Personalize の初回利用ユーザーにガイダ
ンス

Amazon Personalize を初めて使用する場合は、次のリソースが役に立ちます。

トピック
• マジック・ムービー・マシンでAmazon Personalize 魅力を知る (p. 2)
• このガイドのナビゲーション (p. 2)

マジック・ムービー・マシンでAmazon Personalize 
魅力を知る
マジックムービーマシンはインタラクティブな学習体験です。Amazon Personalize の機能を見つけたり、
おすすめの生成についてさらに学ぶのに役立ちます。簡単な紹介については、以下のビデオを参照してく
ださい。次に、マジックムービーマシンを試してみてください。

Amazon Personalize を開始する

このガイドのナビゲーション
以下のセクションを順に読むことをお勧めします。

1. 使用方法 (p. 5) – このセクションでは、Amazon Personalize のワークフローを概説し、ユーザー向
けにパーソナライズされたエクスペリエンスを作成する手順を説明します。このセクションには、一般
的な Amazon Personalize の用語とその定義も含まれています。レコメンデーションの取得を開始する
前に、このセクションを完了して、Amazon Personalize のワークフローと用語を十分に理解している
ことを確認するためにこのセクションを完了します。

2. Amazon Personalize の設定 (p. 17) – このセクションでは、AWS アカウント を設定し、Amazon 
Personalize を使用するために必要な許可を設定し、Amazon Personalize を使用および管理するための 
AWS CLI および AWS SDK を設定します。

3. はじめに (p. 30) – このセクションでは、映画のシンプルなデータセットで Amazon Personalize の
使用を開始します。これらのチュートリアルを完了して、Amazon Personalize を実際にご体験くださ
い。ドメインデータセットグループまたはカスタムデータセットグループのいずれかを開始することを
選択できます。
• ドメインデータセットグループの作成を開始するには、開始方法の前提条件 (p. 30) を完了してか

ら、ドメインデータセットグループの開始方法 (p. 32) のチュートリアルを開始します。
• カスタムデータセットグループを使用して開始するには、開始方法の前提条件 (p. 30) を完了して

から、ドメインデータセットグループの開始方法 (p. 32) のチュートリアルを開始します。
4. ドメインのユースケースとカスタムレシピ (p. 97)— Amazon Personalize でモデルをトレーニングす

るために使用できるドメインのユースケースとカスタムレシピについて説明します。この情報を使用し
て、ユースケースを Amazon Personalize のリソースに合わせるのに役立ててください。

5. 準備チェックリスト (p. 141)— 準備状況チェックリストを確認して、Amazon Personalize を自分
のデータで使用するための準備を始めましょう。このチェックリストには、Amazon Personalize の
機能、要件、およびデータガイダンスのリストが記載されています。計画に役立ちますし、Amazon 
Personalize でリソースを作成する際の参考にもなります。
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6. Amazon Personalize (p. 144)— このセクションでは、Amazon Personalize のワークフロー全体につ
いて説明します。ドメインデータセットグループまたはカスタムデータセットグループの作成、データ
の準備とインポート、レコメンダーまたはカスタムリソースの作成、 step-by-stepおよびレコメンデー
ションの取得方法について説明します。

7. イベントの記録 (p. 261)— このセクションでは、ユーザーインタラクションイベントをリアルタイム
で記録する方法について説明します。Amazon Personalize のリソースを設定したら、Interactions デー
タセットをユーザーの行動に合わせて最新の状態に保つ方法を学習するためにこのセクションを完了し
ます。これを行うには、PutEvents (p. 549)イベントトラッカーとオペレーションを使用してインタラ
クションイベントを記録します。

8. レコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (p. 288) – このセクションでは、レコメ
ンデーションをフィルタリングする方法について説明します。カスタム基準に基づいてレコメンデー
ションをフィルタリングするフィルター式を作成する方法を学習するためにこのセクションを完了しま
す。たとえば、ユーザーがすでに購入した製品や、ユーザーがすでに視聴した映画を推奨したくない場
合があります。

AWS関連サービスとソリューション
Amazon PersonalizeAWS は他のサービスやソリューションとシームレスに統合されます。例えば、以下
のことが可能です。

• Amazon SageMaker データラングラー (データラングラー) を使用して、40 以上のソースから Amazon 
Personalize データセットにデータをインポートします。Data Wrangler は、データをインポート、準
備、準備、変換、特徴化、変換、変換、変換、変換、変換、変換、変換、変換、変換、変換、変換、変
換、変換、変換、変換、変換 SageMaker end-to-end 詳細については、「Amazon SageMaker データラ
ングラーによるデータのインポート (p. 152)」を参照してください。

• AWS Amplifyユーザーインタラクションイベントを記録するために使用します。Amplify には、 
JavaScriptウェブクライアントアプリケーションからのイベントを記録するためのライブラリと、サー
バーコードでイベントを記録するためのライブラリが含まれています。詳細については、「Amplify-分
析」を参照してください。

• 「Machine Learning を利用してパーソナライズされたエクスペリエンスの維持」により、Amazon 
Personalize タスクを自動化およびスケジュールできます。AWSこのソリューション実装により、デー
タのインポート、ソリューションバージョンのトレーニング、ソリューションバージョンのトレーニン
グ、バッチワークフローなど、Amazon Personalize ワークフローを自動化するためのものです。

• Amazon CloudWatch Eviely を使用して、Amazon Personalize のレコメンデーションによる A/B テスト
を実施してください。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「 CloudWatch Eviely で
ローンチと A/B テストを行う」を参照してください。

• Amazon Pinpoint を使用して、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを作成します。Amazon 
Pinpoint と Amplify を使用して Amazon Personalize レコメンデーションをマーケティング E メール
キャンペーンとウェブアプリに追加する方法を示す例については、「Amplify によるウェブ分析」を参照
してください。

サードパーティのサービス
Amazon Personalize は、さまざまなサードパーティーサービスとうまく連携します。

• Amplitude — Amplitude を使用してユーザーのアクションを追跡し、ユーザーの行動を理解するのに
役立ちます。Amplitude と Amazon Personalize の使用方法については、AWSパートナーネットワーク 
(APN) のブログ記事「Amplitude と Amazon Personalize によるパーソナライゼーションの効果の測定」
を参照してください。

• Braze — Braze を使用して、カタログ内の商品を推奨するパーソナライズされたメールをユーザー
に送信できます。Brazeは、市場をリードするメッセージングプラットフォーム（電子メール、プッ
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シュ、SMS）です。Amazon Personalize と Braze を統合する方法を示すワークショップについては、
「Amazon Personalize ワークショップ」を参照してください。

• mParticle — mParticle を使用してアプリからイベントデータを収集できます。mParticle と Amazon 
Personalize を使用してパーソナライズされた製品レコメンデーションを実装する方法を示す例について
は、「CDP の力を機械学習に活用する方法:パート 2」を参照してください。

• 最適化 — Optimizely を使用すると、Amazon Personalize レコメンデーションを使用して A/B テスト
を実行できます。Optimizely と Amazon Personalize の使用方法については、「Optimizely が Amazon 
Personalize と統合して、強力な機械学習と実験を組み合わせる」を参照してください。

• セグメント — セグメントを使用してデータを Amazon Personalize に送信できます。セグメントと 
Amazon パーソナライズの統合の詳細については、「Amazon Personalize ズ・デスティネーション」を
参照してください。

パートナーの詳細なリストについては、「Amazon Personalize パートナー」を参照してください。

詳細
以下のリソースは、Amazon Personalize に関する追加情報を提供します。

• Amazon Personalize が自分のユースケースに適しているかどうかを判断するのに役立つクイックリファ
レンスについては、Amazon Personalize サンプルリポジトリの Amazon Personalize チートシートを参
照してください。

• Amazon Personalize の使用方法に関する一連の動画については、にある Amazon Personalize ディープ
ダイブ動画シリーズをご覧ください YouTube。

• 詳細なチュートリアルとコードサンプルについては、amazon-personalize-samples GitHub リポジトリ
を参照してください。
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使用方法
Amazon Personalize は、データを使用して、ドメインベースまたはカスタマイズ可能なレコメンデーショ
ンモデルをトレーニングします。アプリケーションでプライベートレコメンデーション API を使用して、
リアルタイムのレコメンデーションをリクエストします。Amazon Personalize は、アイテムのレコメン
デーションとユーザーセグメントを取得するバッチワークフローもサポートしています。

トピック
• Amazon Personalize (p. 5)
• Amazon Personalize の用語 (p. 6)
• Amazon Personalize にインポートできるデータの種類 (p. 10)

Amazon Personalize
Amazon Personalize

1. データセットグループの作成 (p. 144)

データセットグループは、Amazon Personalize のリソースのコンテナです。作成するデータセットグ
ループのタイプによって、Amazon Personalize ワークフローのステップ 3 で作成できるリソースが決
まります。
• ドメインデータセットグループを使用すると、VIDEO_DERSドメインのユースケースのレコメンデー

ションを作成できます。Amazon Personalize は、これらのレコメンダーの設定、トレーニング、更
新を管理します。ドメインデータセットグループで始める場合でも、カスタムリソースを追加できま
す。

• カスタムデータセットグループでは、カスタムリソースのみを作成できます。これらには、ソリュー
ション、ソリューションバージョン、キャンペーンが含まれます。これらのリソースについては、構
成、更新、再トレーニングをより細かく制御できます。

2. データの準備とインポート (p. 148)

アイテム、ユーザー、およびインタラクションのレコードをデータセットにインポートします (データ
用の Amazon Personalize のコンテナ)。Amazon Personalize データセットにデータをインポートする
と、そのデータを分析したり、Amazon S3 バケットにエクスポートしたり、更新したり、データセッ
トを削除して削除したりできます。詳細については、「データを管理する (p. 273)」を参照してくだ
さい。
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3. ドメインレコメンダーまたはカスタムリソースの作成 (p. 196)

データをインポートしたら、ドメインレコメンダー (ドメインデータセットグループ用) またはカスタム
リソース (カスタムデータセットグループ用) を作成して、データでモデルをトレーニングします。これ
らのリソースを使用してレコメンデーションを作成します。

4. おすすめ情報を取得 (p. 228)

レコメンダーまたはカスタムキャンペーンを使用してレコメンデーションを入手してください。カスタ
ムデータセットグループでは、レコメンデーションやユーザーセグメントを一括して取得することもで
きます。

Amazon Personalize ワークフローを初めて完了した後は、データを最新の状態に保ち、カスタムソリュー
ションを定期的に再トレーニングしてください。これにより、モデルはユーザーの最新のアクティビティ
から学習し、レコメンデーションの関連性を維持および改善できます。詳細については、「レコメンデー
ションの関連性の維持 (p. 258)」を参照してください。

Amazon Personalize の用語
このセクションでは、Amazon Personalize で使用される用語をご紹介します。

トピック
• データのインポートと管理 (p. 6)
• トレーニング (p. 8)
• モデルのデプロイとレコメンデーション (p. 9)

データのインポートと管理
次の用語は、Amazon Personalize でのデータのインポート、エクスポート、およびフォーマットに関連す
るものです。

コンテキストメタデータ

イベント (クリックなど) が発生したときに、ユーザーの閲覧コンテキスト (使用デバイスや場所など) 
について収集するインタラクションデータ。コンテキストメタデータは、新規ユーザーおよび既存の
ユーザーに対する推奨事項の関連性を向上させることができます。

データセット

Amazon Personalize にアップロードするデータのコンテナ。Amazon Personalize のデータセットに
は、ユーザー、製品、やり取りの 3 種類があります。

データセットグループ

データセット、ドメインレコメンダー、カスタムリソースなどの Amazon Personalize リソース用の
コンテナです。データセットグループは、リソースを独立したコレクションにまとめるため、ある
データセットグループのリソースが他のデータセットグループのリソースに影響を与えることはでき
ません。データセットグループは、ドメインデータセットグループまたはカスタムデータセットグ
ループのいずれかになります。

ドメインデータセットグループ

さまざまなビジネスドメインおよびユースケース用に事前設定されたリソースを含むデータセットグ
ループ。Amazon Personalize は、トレーニングモデルとデプロイのライフサイクルを管理します。
ドメインデータセットグループを作成するときは、ビジネスドメインを選択し、データをインポート
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して、各ユースケースのレコメンダーを作成します。アプリケーションでレコメンダーを使用して、 
GetRecommendations操作でレコメンデーションを取得します。

ドメインデータセットグループで始める場合でも、カスタムユースケースのレシピでトレーニングさ
れたソリューションやソリューションバージョンなどのカスタムリソースを追加できます。

カスタムデータセットグループ

ソリューション、ソリューションバージョン、フィルター、バッチ推論ジョブなどのカスタムリソー
スのみを含むデータセットグループ。キャンペーンを使用して、 GetRecommendations操作でレコメ
ンデーションを取得します。トレーニングモデルとデプロイのライフサイクルを管理します。カスタ
ムデータセットグループから始める場合、後でそれをドメインに関連付けることはできません。代わ
りに、新しいドメインデータセットグループを作成します。

データセットのエクスポートジョブ

データセット内のレコードを Amazon S3 バケット内の 1 つ以上の CSV ファイルに出力するレコード
エクスポートツール。出力 CSV ファイルには、データセットのスキーマのフィールドと一致する列名
を持つヘッダー行が含まれています。

データセットのインポートジョブ

Amazon S3 バケット内の CSV ファイルからのデータを、Amazon Personalize のデータセットに取り
込む一括インポートツール。

event

クリック、購入、動画視聴など、ユーザーが記録し、Amazon Personalize がインタラクションデータ
セットにアップロードするユーザーアクション。CSV ファイルから一括で、Amazon Personalize コ
ンソールを使用して増分的に、およびリアルタイムで、イベントをインポートします。

明示的なインプレッション

Amazon Personalize のインタラクションデータセットに手動で追加するアイテムのリスト。暗黙的
なインプレッション (Amazon Personalize がレコメンデーションデータから自動的に派生させるもの) 
とは異なり、明示的なインプレッションに含めるものを選択します。

暗黙的なインプレッション

アプリケーションがユーザーに表示するレコメンデーションです。インタラクションデータセットに
手動で追加する明示的なインプレッションとは異なり、Amazon Personalize は、レコメンデーション
データから暗黙的なインプレッションを自動的に派生させます。

インプレッションデータ

クリック、表示、購入などによって、ユーザーが特定のアイテムを操作したときに、ユーザーに提示
したアイテムのリスト。Amazon Personalize では、インプレッションデータを使用して、ユーザーが
同じ製品を選択または無視した頻度に基づいて、ユーザーの新製品の関連性を計算します。

インタラクションデータセット

ユーザーと製品間のやり取り (イベントといいます) から収集された履歴データとリアルタイムデータ
のコンテナ。インタラクションデータには、インプレッションデータとコンテキストメタデータを含
めることができます。

アイテムデータセット

料金、ジャンル、在庫状況など、製品に関するメタデータのコンテナ。
schema

データの構造を Amazon Personalize に知らせる Apache Avro 形式の JSON オブジェクト。Amazon 
Personalize は、スキーマを使用してデータを解析します。

ユーザーデータセット

年齢、性別、ロイヤルティメンバーシップなど、ユーザーに関するメタデータのコンテナ。
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トレーニング
次の用語は、Amazon Personalize でのモデルのトレーニングに関連するものです。

item-to-item 類似性 (SIMS) の recipe

RELATED_ITEMS レシピ。インタラクションデータセットのデータを使用して、指定された製品に類
似する製品のレコメンデーションを作成します。SIMS レシピは、料金や色などの製品メタデータを
照合するのではなく、ユーザーがアイテムを操作する方法に基づいて類似度を計算します。

item-affinity

Interactions データセットと Items データセットのデータを使用して、ユーザーがアイテムを操作する
可能性に基づいて指定した、各アイテムのユーザーセグメントを作成する USER_SEGMENTATION 
レシピ。

item-attribute-affinity

Interactions データセットと Items データセットのデータを使用して、ユーザーが属性を使用して
アイテムを操作する可能性に基づいて指定した、各アイテム属性のユーザーセグメントを作成する 
USER_SEGMENTATION レシピ。

personalized-ranking の recipe

PERSONALIZED_RANKING のレシピ。特定のユーザーについて予測される関心レベルに基づいて、
提供する製品のコレクションをランク付けします。パーソナライズされたランキングレシピを使用し
て、特定のユーザー向けにパーソナライズされたアイテムまたは検索結果のキュレーションされたリ
ストの順序をパーソナライズします。

popularity-count の recipe

USER_PERSONALIZATION のレシピ。一意のユーザーとのインタラクションが最も多い製品を推奨
します。

レコメンダー

レコメンデーションを生成するドメインデータセットグループのツール。ドメインデータセットグ
ループのレコメンダーを作成し、アプリケーションで使用して、 GetRecommendations APIでリアル
タイムのレコメンデーションを取得します。レコメンダーを作成する場合、ユースケースを指定しま
す。そして、Amazon Personalize は、ユースケースに最適な設定でレコメンダーをサポートするモデ
ルをトレーニングします。

recipe

ユーザーが操作する製品を予測する (USER_PERSONALIZATION レシピの場合)、またはユーザーが
関心を示した特定の製品に類似する製品を計算する (RELATED_ITEMS レシピの場合)、または予測
された関心に基づいて提供した製品のコレクションをランク付けするように事前構成された Amazon 
Personalize アルゴリズムの特定のユーザー。

solution

Amazon Personalize がレコメンデーションを生成するために使用するレシピ、カスタマイズされたパ
ラメータ、およびトレーニング済みモデル (ソリューションバージョン)。

ソリューションバージョン

Amazon Personalize でソリューションの一部として作成するトレーニング済みのモデル。キャンペー
ンでソリューションバージョンをデプロイして、レコメンデーションのリクエストに使用するパーソ
ナライゼーション API をアクティブ化します。

トレーニングモード

ソリューションバージョンを作成するときに実行するトレーニングの範囲。FULL と UPDATE の 
2 つの異なるモードがあります。FULL モードでは、データセットグループ内のデータセットか
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らのトレーニングデータ全体に基づいて、完全に新しいソリューションバージョンが作成されま
す。UPDATE は、既存のソリューションバージョンを増分的に更新して、前回のトレーニング以降に
追加した新しいアイテムを推奨します。

Note

User-Personalization を使用すると、Amazon Personalize は、FULL トレーニングモード
でトレーニングされた最新のソリューションバージョンを自動的に更新します。自動更
新 (p. 106) を参照してください。

user-personalization の recipe

ユーザーがインタラクションするアイテムを予測する、Hierarchical Recurrent Neural Network 
(HRNN) ベースの USER_PERSONALIZATION レシピ。user-personalization の recipe では、製品の探
索とインプレッションのデータを使用して、新製品の推奨事項を生成できます。

モデルのデプロイとレコメンデーション
次の用語は、Amazon Personalize でのモデルのデプロイと使用に関連するものです。

バッチ推論ジョブ

Amazon S3 バケットからバッチ入力データをインポートし、ソリューションバージョンを使用して
レコメンデーションを生成し、レコメンデーションを Amazon S3 バケットにエクスポートするツー
ル。出力データには別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バケット) を使用することをお勧めし
ます。バッチ推論ジョブを使用して、リアルタイムの更新を必要としない大規模なデータセットのレ
コメンデーションを取得します。

バッチセグメントジョブ

Amazon S3 バケットからバッチ入力データをインポートし、ソリューションバージョンを使用して
ユーザーセグメントを作成し、ユーザーセグメントを Amazon S3 バケットにエクスポートするツー
ル。出力データには別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バケット) を使用することをお勧めし
ます。USER_SEGMENTATION レシピにサポートされたソリューションでバッチセグメントジョブを
使用して、ユーザーがさまざまなアイテムまたはさまざまなアイテム属性を持つアイテムを操作する
可能性に基づいてユーザーのセグメントを作成します。

キャンペーン

専用のプロビジョンドトランザクション容量を搭載した、デプロイ済みのソリューションバージョン 
(トレーニング済みモデル)。アプリケーションユーザー向けのリアルタイムレコメンデーションを作
成します。キャンペーンを作成したら、getRecommendations または getPersonalizedRanking
の API 操作を使用してレコメンデーションを取得します。

製品調査

Amazon Personalize がさまざまなアイテムのレコメンデーションをテストし、インタラクションデー
タがないかほとんどない状態でユーザーが新しいアイテムにどのように反応するかを学習するために
使用するプロセス。Amazon Personalize は、user-personalization レシピを使用してモデルをトレー
ニングするときに探索を使用します。リアルタイムのレコメンデーションについては、キャンペーン
レベルで探索を設定します。バッチレコメンデーションについては、バッチ推論ジョブを作成する際
に探索を設定します。

推奨事項

Amazon Personalize が、ユーザーが操作すると予測する商品のリスト。レコメンデーションは、使用
している Amazon Personalize レシピに応じて、製品のリスト (USER_PERSONALIZATION レシピと 
RELATED_ITEMS レシピ) か、指定した製品コレクションのランキング (PERSONALIZED_RANKING 
レシピ) のいずれかになります。
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ユーザーセグメント

Amazon Personalize が、カタログを操作すると予測するユーザーのリスト。使用した 
USER_SEGMENTATION レシピに応じて、アイテム (Item-Affinity レシピ) アイテムメタデータ (Item-
Attribute-Affinity レシピ) に基づいてユーザーセグメントを作成します。バッチセグメントジョブを使
用してユーザーセグメントを作成します。

Amazon Personalize にインポートできるデータの
種類

次のトピックでは、Amazon Personalize の Interactions、Items、および Users データセットにインポート
できるさまざまなタイプのデータをご紹介します。データを一括インポートする際には、コンマ区切り値 
(CSV) 形式で保存する必要があります。CSV ファイルの 1 行目には、CSV ファイルの 1 行目には列ヘッ
ダーが含まれている必要があります。

データセットのタイプごとにデータ要件が異なります。ドメインデータセットグループとカスタムデータ
セットグループの両方については、トレーニング前にインタラクションデータに次のものが含まれている
必要があります。

• カタログ内のアイテムを操作するユーザーからの最低1000件のインタラクションレコード。これらのイ
ンタラクションは、一括インポート、ストリーミングイベント、あるいはその両方からのものである可
能性があります。

• 25以上のユニークユーザーIDで、それぞれに少なくとも2回のインタラクションがある。

質の高いレコメンデーションについては、少なくとも1,000人のユーザーから少なくとも50,000回のインタ
ラクションを行い、それぞれ2回以上のインタラクションを行うことをお勧めします。

ドメインデータセットグループを作成する際には、ドメインに応じて各データセットに追加要件がありま
す。必要なデータのタイプがわからない場合は、ドメインデータセットグループを作成し、ドメインのデ
フォルトスキーマをガイドとして使用することをお勧めします。データセットとスキーマの要件の詳細に
ついては、「データセットとスキーマ (p. 77)」を参照してください。

トピック
• インタラクションデータ (p. 10)
• ユーザーデータ (p. 13)
• アイテムデータ (p. 14)

インタラクションデータ
インタラクションは、記録してからトレーニングデータとしてインポートするイベントです。Amazon 
Personalize は、主に、インタラクションデータセットにインポートしたインタラクションデータに基づい
てレコメンデーションを生成します。クリック、視聴、または「いいね」など、複数のイベントタイプを
記録できます。

たとえば、ユーザーが特定のアイテムをクリックしてそのアイテムを高く評価した場合、Amazon 
Personalize にこれらのイベントをトレーニングデータとして使用させることができます。各イベントにつ
いて、ユーザーの ID、アイテムの ID、タイムスタンプ (Unix 時間エポック形式)、ならびにイベントタイ
プ (クリックおよび「いいね」) を記録します。その後、両方のインタラクションイベントを Interactions 
データセットに追加します。

すべてのユースケース（ドメインデータセットグループ）とレシピ（カスタムデータセットグループ）に
ついて、インタラクションデータには次のものが必要です。
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• カタログ内のアイテムを操作するユーザーからの最低1000件のインタラクションレコード。これらのイ
ンタラクションは、一括インポート、ストリーミングイベント、あるいはその両方からのものである可
能性があります。

• 25以上のユニークユーザーIDで、それぞれに少なくとも2回のインタラクションがある。

質の高いレコメンデーションについては、少なくとも1,000人のユーザーから少なくとも50,000回のインタ
ラクションを行い、それぞれ2回以上のインタラクションを行うことをお勧めします。

レコメンダーまたはカスタムソリューションを作成するには、少なくとも Interactions データセットを作
成する必要があります。このセクションでは、Amazon Personalize にインポートできる次のタイプのイン
タラクションデータに関する情報を提供します。

トピック
• イベントタイプとイベント値のデータ (p. 11)
• コンテキストメタデータ (p. 12)
• インプレッションデータ (p. 12)

イベントタイプとイベント値のデータ
インタラクションデータセットには、クリックや視聴のイベントタイプなどのイベントタイプデータと、
各イベントのイベント値データを保存できます。

• VIDE_ON_DEMAND または ECOMMAND ドメインまたは ECOMMERCE ドメイン用にドメインデータ
セットグループを作成する場合、すべてのユースケースでデータに EVENT_ON_TYPE フィールドを含
める必要があります。ユースケースが異なれば、必要なイベントタイプも異なります。他のイベントタ
イプも自由に使用できます。詳細については、ドメインのユースケースの選択 (p. 97)を参照してくだ
さい。

ドメインデータセットグループでは、Amazon Personalize はイベント値データを使用しません。
• カスタムデータセットグループを作成すると、Amazon Personalize はトレーニング前にイベントタイ

プとイベント値のデータを使用してイベントをフィルタリングします。イベントタイプデータ、または
イベントタイプとイベント値のデータをインポートできます。このデータをインポートして、Amazon 
Personalize がトレーニングで使用するインタラクションデータを次のように選択します。
• イベントタイプに基づいてイベントを選択 — タイプに基づいてレコードを選択するには、各イベン

トのタイプを EVENT_TYPE 列に記録します。ソリューションを設定するときにタイプを指定する
と、Amazon Personalize はこのタイプのレコードのみをトレーニングに使用します。

たとえば、データに購入、クリック、視聴のイベントタイプが含まれていて、Amazon Personalize
にウォッチイベントのみでモデルをトレーニングさせたい場合は、各イベントのタイプを 
EVENT_TYPE 列に含めます。次に、ソリューションを作成するときに、Amazon Personalize event 
typeがトレーニングで使用するウォッチとして指定します。

Interactions データセットの EVENT_TYPE 列に複数のイベントタイプがあり、ソリューションを設定
するときにイベントタイプを指定しない場合、Amazon Personalize は、タイプにかかわらず、同じ重
みでトレーニングにすべてのインタラクションデータを使用します。

• タイプと値に基づいてレコードを選択 — タイプと値に基づいてレコードを選択するには、各イベント
のイベントタイプとイベント値を記録します。各イベントに選択する値は、除外するデータと記録す
るイベントタイプによって異なります。たとえば、視聴イベントタイプごとにユーザーが視聴した動
画の割合など、ユーザーアクティビティを照合できます。

ソリューションを設定する場合、トレーニングからレコードを除外するためのしきい値として特定の
値を設定します。例えば、EVENT_TYPE が [watch] (視聴) のイベントの EVENT_VALUE データが、
ユーザーが視聴した動画のパーセンテージ (%) である場合であって、イベント値のしきい値を 0.5 
に、イベントタイプを [watch] (視聴) に設定する場合、Amazon Personalize は、EVENT_VALUE が 
0.5 以上の [watch] (視聴) インタラクションイベントのみを使用してモデルをトレーニングします。
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コンテキストメタデータ
特定のレシピとレコメンダーユースケースでは、Amazon Personalize は、ユーザーにとって最も関連性の
高いアイテムを明らかにする基本的なパターンを識別する際に、特定のレシピとレコメンダーユースケー
スを明らかにする基本的なパターンを識別する際に、コンテキストメタデータを使用します。コンテキス
トメタデータは、場所やデバイスのタイプなど、イベント時にユーザーの環境で収集するインタラクショ
ンデータです。

コンテキストメタデータを含めると、既存のユーザー向けに、よりパーソナライズされたエクスペリエン
スを提供できます。例えば、顧客が電話からカタログにアクセスするときとコンピュータからアクセスす
るときで、ショッピングの態様が異なる場合は、ユーザーのデバイスに関するコンテキストメタデータを
含めます。これにより、閲覧方法に基づいて、レコメンデーションの関連性がより高くなります。

さらに、コンテキストメタデータは、新規ユーザーまたは不明ユーザーのコールドスタートフェーズを減
らすのに役立ちます。コールドスタートフェーズとは、そのユーザーに関する履歴情報が不足しているた
めに、レコメンデーションエンジンが関連性の低いレコメンデーションを提供する期間をいいます。

ドメインデータセットグループの場合、以下の推奨ユースケースでコンテキストメタデータを使用できま
す。

• おすすめ (p. 102)(ECOMMERCE ドメイン)
• 上位のおすすめ (p. 99)(VID_オン_DEMAND ドメイン)

カスタムリソースについては、コンテキストメタデータを使用するレシピには次のものが含まれます。

• User-Personalization (p. 105)
• Personalized-Ranking (p. 128)

コンテキスト情報の詳細については、AWS Machine Learning ブログの投稿である「コンテキスト情報を
活用して、Amazon Personalize のレコメンデーションの関連性を高める」を参照してください。

インプレッションデータ
VIDEO_ON_DEMAND または ECOMMERCE ドメインのドメインデータセットグループを作成する
か、User-Personalization (p. 105) レシピを使用する場合、Amazon Personalize は、Interactions データ
セットにアップロードするインプレッションデータをモデル化できます。インプレッションは、ユーザー
が特定のアイテムを操作した (例えば、クリックや視聴した) ときに表示されたアイテムのリストです。

Amazon Personalize は、インプレッションデータを使用して、探索に含めるアイテムを決定します。探
索では、レコメンデーションに、インタラクションデータまたは関連性が少ない新しいアイテムが含まれ
ます。インプレッションデータでアイテムが頻繁に発生するほど、Amazon Personalize がそのアイテムを
探索に含める可能性は低くなります。インプレッション値には、最大 1000 文字 (縦棒文字を含む) を使用
できます。

探索の利点については、「User-Personalization (p. 105)」を参照してください。Amazon Personalize 
は、暗黙的なインプレッション (p. 12) および 明示的なインプレッション (p. 13) といった 2 種類の
インプレッションをモデル化できます。

暗黙的なインプレッション

暗黙的なインプレッションは、Amazon Personalize から取得した、ユーザーに表示するレコメンデーショ
ンです。(GetRecommendations (p. 559) および GetPersonalizedRanking (p. 555) 操作によって返され
る) RecommendationId を将来の PutEvents (p. 549) リクエストの入力として含めることにより、それ
らをレコメンデーションワークフローに統合できます。Amazon Personalize は、レコメンデーションデー
タに基づいて暗黙的なインプレッションを派生させます。
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例えば、ストリーミング動画に関するレコメンデーションを提供するアプリケーションがあるとします。
暗黙的なインプレッションを使用するレコメンデーションワークフローは次のようになります。

1. Amazon Personalize の the section called “GetRecommendations” (p. 559) API 操作を使用して、いず
れかのユーザー向けに動画のレコメンデーションをリクエストします。

2. Amazon Personalize は、モデル (ソリューションバージョン) を使用してユーザー向けのレコメンデー
ションを生成し、それらを recommendationId とともに API 応答で返します。

3. アプリケーションでユーザーに動画のレコメンデーションを表示します。
4. ユーザーが動画を操作する (例えば、クリックする) 際に、PutEvents (p. 549) API に対するコールで

選択内容を記録し、パラメータとして recommendationId を含めます。コードサンプルについては、
「インプレッションデータの記録 (p. 269)」を参照してください。

5. Amazon Personalize は、recommendationId を使用して以前の動画のレコメンデーションからインプ
レッションデータを導き出し、その後にインプレッションデータを使用して探索をガイドします。将来
のレコメンデーションには、インタラクションデータまたは関連性が少ない新しい動画が含まれます。

暗黙的なインプレッションデータを使用したイベントの記録の詳細については、「インプレッション
データの記録 (p. 269)」を参照してください。

明示的なインプレッション

明示的なインプレッションとは、手動で記録して Amazon Personalize に送信するインプレッションで
す。明示的なインプレッションを使用して、Amazon Personalize の結果を操作します。アイテムの順序は
いかなる影響も及ぼしません。

例えば、靴に関するレコメンデーションを提供するショッピングアプリケーションがあるとします。現在
在庫のある靴のみをお勧めする場合は、明示的なインプレッションを使用してこれらのアイテムを指定で
きます。明示的なインプレッションを使用するレコメンデーションワークフローは次のようになります。

1. Amazon Personalize の the section called “GetRecommendations” (p. 559) API を使用して、いずれか
のユーザー向けにレコメンデーションをリクエストします。

2. Amazon Personalize は、モデル (ソリューションバージョン) を使用してユーザー向けのレコメンデー
ションを生成し、それらを API 応答で返します。

3. 推奨される靴のうち、在庫がある靴のみをユーザーに表示します。
4. リアルタイムの増分データインポートについては、ユーザーが 1 組の靴を操作する (例えば、クリック

する) ときに、PutEvents (p. 549) API に対するコールで選択を記録し、在庫がある推奨アイテムを
impression パラメータでリストします。コードサンプルについては、「インプレッションデータの記
録 (p. 269)」を参照してください。

履歴インタラクションデータにインプレッションをインポートするために、csv ファイルに明示的なイ
ンプレッションをリストし、各アイテムを「|」文字で区切ることができます。縦棒の文字は 1000 文字
の制限にカウントされます。例については、「明示的なインプレッションのフォーマット (p. 151)」
を参照してください。

5. Amazon Personalize は、インプレッションデータを使用して探索をガイドします。将来のレコメン
デーションには、インタラクションデータまたは関連性が少ない新しい靴が含まれます。

ユーザーデータ
Amazon Personalize にインポートできるユーザーデータには、性別やロイヤルティメンバーシップな
ど、ユーザーに関する数値およびカテゴリのメタデータが含まれます。ユーザーに関するメタデータを 
Amazon Personalize にインポートします。ユーザーデータセット。

このトピックでは、次のタイプのユーザーデータに関する情報を提供します。

トピック
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• カテゴリ別メタデータ (p. 14)

カテゴリ別メタデータ
一部のレシピと、VIDEO_ON_DEMAND ドメインおよび ECOMMERCE ドメインの両方で、Amazon 
Personalize は、ユーザーにとって最も関連性の高いアイテムを明らかにする基本的なパターンを識別する
際に、ユーザーの性別やメンバーシップステータスなどのカテゴリメタデータを使用します。ユースケー
スに基づいて値の範囲を定義します。カテゴリメタデータは任意の言語で記述できます。

すべてのレシピとドメインで、カテゴリメタデータをインポートし、それを使用してユーザーの属性に
基づいてレコメンデーションをフィルタリングできます。フィルタリングのレコメンデーションについて
は、「レコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (p. 288)」を参照してください。

カテゴリ値には、最大 1000 文字を使用できます。1000 文字を超えるカテゴリ値を持つユーザーがある場
合、データセットのインポートジョブは失敗します。

カスタムデータセットグループおよびカスタムソリューションについては、カテゴリメタデータを使用す
るレシピには次のものが含まれます。

• User-Personalization (p. 105)
• Personalized-Ranking (p. 128)
• Similar-Items (p. 132)

アイテムデータ
Amazon Personalize にインポートできるアイテムデータには、作成タイムスタンプ、料金、ジャンル、
説明、利用可否などの数値およびカテゴリのメタデータが含まれます。アイテムに関するメタデータを 
Amazon Personalize の Items データセットにインポートします。メタデータ列の最大数は 50 です。ト
レーニング時にモデルで検討されるアイテムの最大数は 750,000 です。Amazon Personalize は、おすす
め商品を生成する際にこれらの商品のみを考慮します。一部のドメインとレシピには、Items データセッ
トが必要です。レシピ要件の詳細については、レシピの説明を表示します。 (p. 102) を参照してくださ
い。

このトピックでは、次のタイプのアイテムデータに関する情報を提供します。

トピック
• 作成のタイムスタンプデータ (p. 14)
• カテゴリ別メタデータ (p. 15)
• 非構造化テキストメタデータ (p. 15)

作成のタイムスタンプデータ
Amazon Personalize は、作成タイムスタンプデータ (Unix エポック時間形式 (秒)) を使用してアイテムが
存在するようになってからの期間を計算し、それに応じてレコメンデーションを調整します。

1 つ以上のアイテムについて作成タイムスタンプのデータが欠落している場合、Amazon Personalize は、
インタラクションデータがある場合はこの情報からこの情報を推測し、アイテムの最も古いインタラク
ションデータのタイムスタンプをアイテムの作成タイムスタンプとして使用します。アイテムにインタラ
クションデータがない場合、その作成タイムスタンプはトレーニングセット内の最新のインタラクション
のタイムスタンプとして設定され、Amazon Personalize はそれを新しいアイテムとみなします。
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カテゴリ別メタデータ
特定のレシピとドメインでは、Amazon Personalize は、ユーザーにとって最も関連性の高いアイテムを明
らかにする基本的なパターンを識別する際に、アイテムのジャンルや色などのカテゴリメタデータを使用
します。ユースケースに基づいて独自の値範囲を定義します。カテゴリメタデータはどの言語でもかまい
ません。

すべてのレシピとドメインで、カテゴリデータをインポートし、それを使用してアイテムの属性に基づ
いてレコメンデーションをフィルタリングできます。フィルタリングのレコメンデーションについては、
「レコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (p. 288)」を参照してください。

カテゴリ値には、最大 1000 文字まで入力できます。1000 文字を超えるカテゴリ値を持つアイテムがある
場合、データセットのインポートジョブは失敗します。

ドメインデータセットグループについては、VIDEO_ON_DEMAND ドメインと ECOMMERCE ドメインの
両方がカテゴリメタデータを使用します。カスタムデータセットグループおよびカスタムソリューション
については、カテゴリメタデータを使用するレシピには次のものが含まれます。

• User-Personalization (p. 105)
• Personalized-Ranking (p. 128)
• Similar-Items (p. 132)
• Item-Affinity (p. 138)
• Item-Attribute-Affinity (p. 139)

非構造化テキストメタデータ
特定のレシピとドメインを使用すると、Amazon Personalize は、製品の説明、製品のレビュー、映画のあ
らすじなど、非構造化テキストメタデータから有意義な情報を抽出できます。Amazon Personalize は、非
構造化テキストを使用して、特にアイテムが新しい場合やインタラクションデータが少ない場合に、ユー
ザーに関連するアイテムを識別します。Items データセットに非構造化テキストデータを含めて、カタロ
グ内の新しいアイテムのクリック率とコンバージョン率を高めます。

非構造化データを使用するには、タイプ string のフィールドをアイテムスキーマに追加し、フィールド
の textual 属性を true に設定します。その後、テキストデータをバルク CSV ファイルと個々のアイテ
ムインポートに含めます。バルク CSV ファイルについては、テキストを二重引用符で囲みます。\ 文字
を使用して、データ内の二重引用符または \ 文字をエスケープします。非構造化テキストデータのフィー
ルドを持つ Items スキーマの例については、「Items データセットのスキーマの例 (カスタム) (p. 95)」
を参照してください。Amazon Personalize では、テキストフィールドは文字数の制限で切り捨てられま
す。テキスト内の最も関連性の高い情報がフィールドの先頭にあることを確認してください。Amazon 
Personalize へのデータのインポートについては、「ステップ 2: データの準備 (p. 148)」を参照してくだ
さい。

非構造化テキスト値を使用する前に、Amazon Personalize はテキストから以下を削除します。

• HTML および XML のタグとエンティティ
• 改行、タブ、余分なスペース文字

非構造化テキストの値は、中国語と日本語を除くすべての言語で最大 20,000 文字です。中国語と日本語
の場合、最大 7,000 文字まで入力できます。Amazon Personalize は、文字数制限を超える値を、文字数制
限になるように切り捨てます。

テキストは次の言語で入力できます。

• 簡体字中国語
• 繁体字中国語
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• 英語
• フランス語
• ドイツ語
• 日本語
• ポルトガル語
• スペイン語

非構造化テキスト項目は複数の言語で提出できますが、各項目のテキストは 1 つの言語のみにする必要が
あります。

ドメインデータセットグループについては、VIDEO_ON_DEMAND ドメインと ECOMMERCE ドメインの
両方がテキストメタデータを使用します。カスタムデータセットグループおよびカスタムソリューション
については、テキストメタデータを使用するレシピには次のものが含まれます。

• User-Personalization (p. 105)
• Personalized-Ranking (p. 128)
• Similar-Items (p. 132)
• Item-Affinity (p. 138)
• Item-Attribute-Affinity (p. 139)
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AWS アカウントにサインアップする

Amazon Personalize の設定
Amazon Personalize を使用する前に、管理者ユーザーによるAmazon Web Services (AWS) アカウン
トが必要です。必要なアクセス許可を設定後、Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI)、またはAWS SDK を介して Amazon Personalize にアクセスできます。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 17)
• 管理ユーザーを作成する (p. 17)
• リージョンとエンドポイント (p. 18)
• アクセス許可のセットアップ (p. 18)
• AWS CLI の設定 (p. 28)
• AWS SDK のセットアップ (p. 29)

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

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検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。
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ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

リージョンとエンドポイント
エンドポイントは、ウェブサービスのエントリポイントとなる URL です。各エンドポイントは特定の 
AWS リージョンに関連付けられています。特定のキャンペーンのすべての Amazon Personalize のコン
ポーネント (データセット、ソリューション、キャンペーン、イベントトラッカー) は同じリージョンで作
成する必要があるため、Amazon Personalize コンソール、AWS CLI、および Amazon Personalize SDK の
デフォルトのリージョンに注意してください。Amazon Personalize によってサポートされているリージョ
ンとエンドポイントについては、「リージョンとエンドポイント」を参照してください。

アクセス許可のセットアップ
Amazon Personalize に Amazon Personalize のリソースを使用するための許可をユーザー、グループ、ま
たはロールに付与する必要があります。また、Amazon Personalize で作成したリソースにアクセスした
り、ユーザーに代わってタスクを実行したりするには、Amazon Personalize にアクセス許可を与える必要
があります。

アクセス許可を設定するには

1. ユーザー、グループ、またはロールに Amazon Personalize リソースを操作する権限を付与し、ロー
ルを Amazon Personalize に渡します。ユーザーに Amazon Personalize へのアクセス許可を与え
る (p. 19) を参照してください。

2. Amazon Personalize でお客様のリソースにアクセスする権限と、お客様に代わってタスクを実行する
権限を Amazon Personalize に付与します。Amazon Personalize にリソースへのアクセス許可を付与
する (p. 20) を参照してください。

3. Amazon Personalize サービスロールの信頼ポリシーを変更して、代理人が混乱しないようにしてくだ
さい (p. 350)。信頼関係ポリシーの例については、を参照してくださいサービス間の混乱した代理の
防止 (p. 350)。ロールの信頼ポリシーの変更については、「ロールの変更」を参照してください。
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4. 暗号化にAWS Key Management Service (AWSKMS) を使用している場合は、キーを使用するための
許可を、Amazon Personalize と Amazon Personalize の IAM サービスロールに付与する必要がありま
す。詳細については、「AWS KMSキーAmazon Personalize ユーザーにアタッチする (p. 27)」を
参照してください。

5. IAM と Amazon S3Amazon Personalize に対する、Amazon S3 リソースへのアクセスの付
与 (p. 23) バケットポリシーを使用して Amazon S3 リソースへのアクセス権を Amazon 
Personalize に付与するためのステップを完了します。

トピック
• ユーザーに Amazon Personalize へのアクセス許可を与える (p. 19)
• Amazon Personalize にリソースへのアクセス許可を付与する (p. 20)
• Amazon Personalize に対する、Amazon S3 リソースへのアクセスの付与 (p. 23)
• AWS KMSキーAmazon Personalize ユーザーにアタッチする (p. 27)

ユーザーに Amazon Personalize へのアクセス許可を
与える
ユーザーに Amazon Personalize へのアクセスを提供するには、Amazon Personalize リソースにアクセ
スする権限を付与する IAM ポリシーを作成し、Amazon Personalize にロールを渡します。次に、ユー
ザー、グループ、ロールにアクセス許可を追加します。

新規 IAM ポリシーの作成
Amazon Personalize に Amazon Personalize のリソースに対するフルアクセスできるようにする IAM ポリ
シーを作成することができます。

JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーション列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

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

19

https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize にリソー
スへのアクセス許可を付与する

            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "personalize.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

6. [ポリシーの確認] を選択します。

Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

7. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

Amazon Personalize のタスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与するには、前述のポリシーを変更し
て、ユーザーに必要なアクションのみを付与することができます。Amazon Personalize のアクションの一
覧については、「Amazon Personalize のアクション、リソース、条件キー」を参照してください。

Amazon Personalize へのアクセスを提供する
ユーザーにアクセス権限を付与するときに、新しい IAM ポリシーをアタッチします。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。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 (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

Amazon Personalize にリソースへのアクセス許可を
付与する
リソースへのアクセス許可を Amazon Personalize に付与するには、Amazon Personalize に 
Amazon Personalize のリソースへのフルアクセスを提供する IAM ポリシーを作成します。
または、AWSAmazonPersonalizeFullAccess管理ポリシーを使用することもできます。
AmazonPersonalizeFullAccess必要以上のアクセス許可を提供します。必要なアクセス許可のみを付
与する新しい IAM ポリシーを作成することをお勧めします。管理ポリシーの詳細については、「AWS マ
ネージドポリシー (p. 352)」を参照してください。
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ポリシーを作成後、Amazon Personalize の IAM ロールを作成し、それに新しいポリシーをアタッチしま
す。

トピック
• Amazon Personalize の IAM ポリシーの作成 (p. 21)
• Amazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)

Amazon Personalize の IAM ポリシーの作成
Amazon Personalize に Amazon Personalize のリソースへのフルアクセスを提供する IAM ポリシーを作成
します。

JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーション列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

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

6. [ポリシーの確認] を選択します。

Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

7. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

Amazon Personalize の IAM ロールの作成
Amazon Personalize を使用するには、Amazon Personalize の AWS Identity and Access Management 
サービスロールを作成する必要があります。サービスロールとは、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
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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。Amazon Personalize のサービスロールを作成した
ら、その他のサービスロールのアクセス許可 (p. 22)必要に応じてそのロールにリストされている追加の
権限を付与します。

Amazon Personalize (IAM コンソール) のサービスロールを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
3. AWS のサービスロールタイプを選択し、[Amazon Personalize] を選択します。
4. [] Personalize ケースを選択します。続いて、[Next (次へ)] を選択します。
5. 前の手順で作成したポリシーを選択します。
6. (オプション) アクセス許可の境界を設定します。このアドバンスド機能は、サービスロールで使用で

きますが、サービスにリンクされたロールではありません。

[Permissions boundary] (アクセス許可の境界) セクションを展開し、[Use a permissions boundary to 
control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用して、ロールのアクセス許可の上
限を設定する) を選択します。IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリ
シーのリストがあります。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択するか、[ポリシーの
作成] を選択して新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細について
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。ポリシーを作成したら、そ
のタブを閉じて元のタブに戻り、アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。

7. [Next] (次へ) を選択します。
8. 可能な場合は、このロールの目的を識別するのに役立つロール名またはロール名サフィックスを入力

します。ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は
区別されません。例えば、PRODROLE と prodrole というロール名を両方作成することはできませ
ん。多くのエンティティによりロールが参照されるため、作成後にロール名を変更することはできま
せん。

9. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
10. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Select 

permissions] (ステップ 2: 権限の選択) のセクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのユースケース
と権限を変更します。

11. (オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM でのタグの使用に関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースにタグ
を付ける」を参照してください。

12. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

Amazon Personalize のロールを作成したら、そのロールに Amazon S3 AWS KMSバケットと任意のキー
へのアクセス権を付与する準備が整いました (p. 27) (p. 23)。

その他のサービスロールのアクセス許可

ロールを作成し、Amazon Personalize でリソースにアクセスするための許可を付与したら、次の操作を行
います。

1. Amazon Personalize サービスロールの信頼ポリシーを変更して、代理人が混乱しないようにしてくだ
さい (p. 350)。信頼関係ポリシーの例については、を参照してくださいサービス間の混乱した代理の
防止 (p. 350)。ロールの信頼ポリシーの変更については、「ロールの変更」を参照してください。

2. 暗号化にAWS Key Management Service (AWSKMS) を使用している場合は、キーを使用するための
許可を、Amazon Personalize と Amazon Personalize の IAM サービスロールに付与する必要がありま
す。詳細については、「AWS KMSキーAmazon Personalize ユーザーにアタッチする (p. 27)」を参
照してください。
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Amazon Personalize に対する、Amazon S3 リソース
へのアクセスの付与
Amazon Personalize に Amazon S3 バケットへのアクセス権を付与するには、次の手順を実行します。

1. まだ行っていない場合は、アクセス許可のセットアップ (p. 18)の手順に従って許可を設定し
て、Amazon Personalize がAmazon Personalize のサービスにリンクされたリソースに、それぞれア
クセスできるようにします。

2. Amazon S3 バケットへのアクセスを許可するポリシーを Amazon Personalize のサービスロール 
(「Amazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)」を参照) にアタッチします。詳細について
は、「Amazon Personalize サービスロールに対する、Amazon S3 ポリシーのアタッチ (p. 23)」を
参照してください。

3. データファイルを含む Amazon S3 バケットにバケットポリシーをアタッチして、Amazon 
Personalize がそれらにアクセスできるようにします。詳細については、「Amazon S3 バケットに対
する、Amazon Personalize のアクセスポリシーのアタッチ (p. 25)」を参照してください。

4. 暗号化にAWS Key Management Service (AWS KMS) を使用する場合、キーを使用するための許
可を、Amazon Personalize のIAM サービスロールに付与する必要があります。詳細については、
「AWS KMSキーAmazon Personalize ユーザーにアタッチする (p. 27)」を参照してください。

Note

Amazon Personalize は AWS VPC と通信しないため、Amazon Personalize は、VPC アクセスの
みを許可する Amazon S3 バケットとインタラクションできません。

トピック
• Amazon Personalize サービスロールに対する、Amazon S3 ポリシーのアタッチ (p. 23)
• Amazon S3 バケットに対する、Amazon Personalize のアクセスポリシーのアタッチ (p. 25)

Amazon Personalize サービスロールに対する、Amazon S3 ポリ
シーのアタッチ
Amazon S3 ポリシーを Amazon Personalize のロールにアタッチするには、次の手順を実行します。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) にサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[ポリシー]、[ポリシーの作成] の順に選択します。
3. [JSON] タブを選択し、以下のようにポリシーを更新します。bucket-name をバケットの名前に置き

換えます。バッチワークフローを使用している場合、Amazon Personalize には追加の許可が必要で
す。バッチワークフロー用のサービスにリンクされたロールのポリシー (p. 24) を参照してくださ
い。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
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            ] 
        } 
    ]
}

4. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。オプションでタグを追加し、[Review] (レビュー) を選択しま
す。

5. ポリシーに名前を付けます。
6. (オプション) [Description] (説明) で、このポリシーを説明する短い文 (「Allow Amazon 

Personalize to access its Amazon S3 bucket.」など) を入力します
7. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
8. ナビゲーションペインで、[Roles] (ロール) を選択し、Amazon Personalize 用に作成したロールを選

択します。Amazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21) を参照してください。
9. [Permissions] (許可) で、[Attach policies] (ポリシーをアタッチ) を選択します。
10. リストのポリシーを表示するには、[Filter policies (ポリシーのフィルタ)] フィルタボックスにポリシー

名の一部を入力します。
11. この手順の前半で作成したポリシーの横にあるチェックボックスをオンにします。
12. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

ロールを Amazon Personalize で使用できるようにする前に、データを含む Amazon S3 バケッ
トにバケットポリシーをアタッチする必要もあります。Amazon S3 バケットに対する、Amazon 
Personalize のアクセスポリシーのアタッチ (p. 25) を参照してください。

バッチワークフロー用のサービスにリンクされたロールのポリシー
バッチワークフローを完了するには、Amazon S3 バケットにアクセスしてファイルを追加するための許
可を Amazon Personalize に付与する必要があります。上記の手順に従って、次のポリシーを Amazon 
Personalize のロールにアタッチします。bucket-name をバケットの名前に置き換えます。バッチワー
クフローの詳細については、「バッチレコメンデーションとユーザーセグメントの取得 (カスタムリソー
ス) (p. 242)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

データセットをエクスポートするためのサービスにリンクされたロールのポリ
シー
データセットをエクスポートするには、Amazon Personalize のサービスロールは、Amazon 
S3PutObjectListBucket バケットでおよびアクションを使用するための許可を必要とします。次のポ
リシー例は、PutObject と ListBucket の許可を Amazon Personalize に付与します。bucket-nameを
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バケットの名前に置き換えて、ポリシーを Amazon Personalize のサービスロールにポリシーをアタッ
チします。サービスロールにポリシーをアタッチする方法については、「」を参照してくださいAmazon 
Personalize サービスロールに対する、Amazon S3 ポリシーのアタッチ (p. 23)。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon S3 バケットに対する、Amazon Personalize のアクセス
ポリシーのアタッチ
Amazon Personalize には、S3 バケットにアクセスするための許可が必要です。バッチ以外のワーク
フローについては、次のポリシーをバケットにアタッチします。bucket-name をバケットの名前に置
き換えます。バッチワークフローについては、「バッチワークフロー向けの Amazon S3 バケットポリ
シー (p. 25)」を参照してください。

Amazon S3 バケットポリシーの詳細については、「S3 バケットポリシーを追加するにはどうすればよい
ですか?」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "personalize.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

バッチワークフロー向けの Amazon S3 バケットポリシー
バッチワークフローの場合、Amazon Personalize には、Amazon S3 バケットにアクセスしてファイルを
追加するための許可が必要です。次のポリシーをバケットにアタッチします: bucket-name をバケットの
名前に置き換えます。
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Amazon S3 バケットポリシーをバケットに追加する方法の詳細については、「S3 バケットポリシーを追
加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。バッチワークフローの詳細については、「バッ
チレコメンデーションとユーザーセグメントの取得 (カスタムリソース) (p. 242)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "personalize.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

データセットをエクスポートするための Amazon S3 バケットポリシー

データセットをエクスポートするには、Amazon S3 バケットで PutObject および ListBucket アク
ションを使用するための許可が Amazon Personalize に付与されている必要があります。次のポリシー例
は、PutObject と ListBucket の許可を Amazon Personalize のプリンシプルに付与します。bucket-
name をバケットの名前に置き換えて、ポリシーをバケットにアタッチします。Amazon S3 バケットポリ
シーをバケットに追加する方法については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「S3 バ
ケットポリシーを追加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "personalize.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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AWS KMSキーAmazon Personalize ユーザーにアタッ
チする
Amazon Personalize コンソールまたは API を使用するときにAWS Key Management Service (AWS KMS) 
キーを指定する場合、そのキーを使用するアクセス権限を Amazon Personalize に付与する必要があり
ます。アクセス権限を付与するには、AWS KMSキーポリシーとサービスロールにアタッチされている
IAM ポリシーで Amazon Personalize にキーの使用許可を付与する必要があります。これは、Amazon 
Personalize で以下のものを作成する場合に適用されます。

• データセットグループ
• データセットのジョブ
• Batch 推論ジョブのジョブ
• Batch セグメントジョブのジョブ
• 指標アトリビューション

AWS KMSキーポリシーは、以下のアクションに対するアクセス許可をユーザーにアタッチして権限を付
与する必要があります。

• Decrypt
• GenerateDataKey
• DescribeKey
• CreateGrant (キーポリシーでのみ必須)
• ListGrants

トピック
• キーポリシーの例 (p. 27)
• IAM ポリシーの例 (p. 28)

キーポリシーの例
以下のキーポリシーの例では、Amazon Personalize とユーザーのロールに、前述の Amazon 
Personalize オペレーションの最低限のアクセス権限を付与しています。データセットグ
ループを作成するときにキーを指定し、データセットからデータをエクスポートする場合
は、GenerateDataKeyWithoutPlaintextキーポリシーにアクションを含める必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "key-policy-123", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Allow use of the key", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::<account-id>:role/<personalize-role-name>", 
        "Service": "personalize.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:ListGrants" 
            ], 
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      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

IAM ポリシーの例
次の IAM ポリシー例では、前述の Amazon PersonalizeAWS KMS オペレーションに必要な最小限のアク
セス権限をロールに付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ListGrants" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS CLI の設定
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、Amazon Personalize を含む AWS のサービスを管理するた
めの統合デベロッパーツールです。このツールをインストール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 インターフェイスユーザーガイ
ドの 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、AWS CLI 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「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、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。

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 Personalize 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 personalize help

and

aws personalize-runtime help
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and

aws personalize-events help

AWS CLI が正しく設定されている場合、Amazon Personalize、Amazon Personalize ランタイム、お
よび Amazon Personalize イベントでサポートされている AWS CLI コマンドのリストが表示されま
す。

AWS CLI を設定しても Amazon Personalize のコマンドが認識されない場合は、AWS CLI を更新しま
す。AWS CLI を更新するには、次のコマンドを実行します。

pip3 install awscli --upgrade --user

詳細については、「pip を使用した AWS CLI のインストール」を参照してください。

AWS SDK のセットアップ
使用する AWS SDK をダウンロードしてインストールします。このガイドでは、SDK for Python 
(Boto3)、Java 2.x 用の SDK、 JavaScript v3 用の SDK の例を紹介します。AWS SDK の詳細について
は、Amazon Web Services のツールを参照してください。Amplify のセットアップについて詳しくは、
「AWSAmplify」を参照してください。

• AWS SDK for Python (Boto3)

SDK for Python (Boto3) をインストールするには、Boto3 ドキュメントのクイックスタート手順に従いま
す。

• Java 2.x 用 SDK

SDK for Java 2.x の設定については、AWS SDK for Java 2.x開発者ガイドの「Java 2.x 用 SDK を使用し
てみる」を参照してください。

Amazon Personalize のコード例については、AWSSDK サンプルリポジトリの「Amazon Personalize 
Java コードサンプル」を参照してください。

• AWS SDK for JavaScript v3

JavaScript v3 用の SDK の設定方法については、『AWS SDK for JavaScript開発者ガイド』の「はじめ
に」AWS SDK for JavaScript のトピックを参照してください。

Amazon Personalize のコード例については、SDK サンプルリポジトリの「 JavaScript v3 用 SDK の 
Amazon Personalize コードサンプル」を参照してください。AWS
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はじめに
次のセクションは、Amazon Personalize コンソール、AWS CLI、および AWS SDK で Amazon 
Personalize の使用を開始するのに役立ちます。このチュートリアルでは、600 名のユーザーからの 9,700 
本の映画に対する 100,000 件のレーティングで構成される履歴データを使用します。

チュートリアルを簡略化するには:

• 小さなデータセットを使用しています。これは、リソースによって生成されるメトリクスに悪影響を
及ぼす可能性があります。チュートリアルは Amazon Personalize ワークフローの紹介を目的としてお
り、必ずしも最高のパフォーマンスを発揮するモデルを生成するわけではありません。

• 作成するのはインタラクションデータセットだけで、ユーザーが映画を見たという事実に基づいてお
り、映画の評価には基づいていません。これにより、トレーニングデータを簡単に作成することができ
ます。

• イベントレコードのライブユーザーのインタラクションイベントは記録されません。ユーザーイベント
をキャプチャする方法については、「イベントの記録 (p. 261)」を参照してください。

ドメインデータセットグループまたはカスタムデータセットグループを開始することを選択できます。

• ドメインデータセットグループは、ドメインに基づいてさまざまなユースケース向けに最適化され
たリソースを提供します。ドメインデータセットグループの作成を開始するには、開始方法の前提条
件 (p. 30) を完了してから、ドメインデータセットグループの開始方法 (p. 32) のチュートリアル
を完了します。

• カスタムデータセットグループを使用すると、カスタムリソースのみを作成および設定できます。カス
タムリソースと User-Personalization レシピを使用してユーザー向けにパーソナライズされた映画のレ
コメンデーションの提供を開始するには、開始方法の前提条件 (p. 30)を完了してから、でチュートリ
アルを開始しますカスタムデータセットグループの開始方法 (p. 47)。

開始方法の演習を完了したら、不要な料金が発生しないように、作成したリソースを、「リソースのク
リーンアップ (p. 75)」の手順に従って削除します。

トピック
• 開始方法の前提条件 (p. 30)
• ドメインデータセットグループの開始方法 (p. 32)
• カスタムデータセットグループの開始方法 (p. 47)
• リソースのクリーンアップ (p. 75)

開始方法の前提条件
以下のステップは、入門ガイド演習の前提条件です。

1. Amazon Peralize にアクセスし Amazon Personalize にアクセスし、許可を設定します。これに
は、Amazon Personalize のサービスロールを作成し、IAM ポリシーを使用して Amazon Personalize 
リソースへのアクセスを許可することが含まれます。詳細については、Amazon Personalize にリソー
スへのアクセス許可を付与する (p. 20)を参照してください。
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2. トレーニングデータを準備し、このデータを Amazon S3 バケットにアップロードします。

• ドメインデータセットグループのチュートリアルについては、「」を参照してくださいトレーニン
グデータの作成 (ドメインデータセットグループ) (p. 31)。

• カスタムデータセットグループのチュートリアルについては、「トレーニングデータの作成 (カス
タムデータセットグループ) (p. 32)」を参照してください。

3. Amazon Personalize に対する、Amazon S3 リソースへのアクセスの付与 (p. 23) で指定されているよ
うに、Amazon S3 リソースにアクセスするための許可を Amazon Personalize のサービスロールに付
与します。

トレーニングデータの作成 (ドメインデータセットグ
ループ)
トレーニングデータを作成するには、映画のレーティングデータをダウンロードして変更し、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存します。その後、バケットから読み取るための許可
を Amazon Personalize に付与します。

トレーニングデータを作成するには

1. 「教育と開発のための推奨事項」（F. Maxwell Harper and Joseph A. Konstan、2015）か
らMovieLens、ml-latest-small映画評価のzipファイル（.zip）をダウンロードして解凍します。 
MovieLens データセット：歴史と背景。 インタラクティブ・インテリジェント・システム
（TII）5、4：19:1 — 19:19. https://doi.org/10.1145/2827872) でのACMトランザクション。

2. ratings.csv ファイルを開きます。このファイルには、このチュートリアルのインタラクション
データが含まれています。

a. [評価] 列を削除します。
b. userId と movieId の列の名前をそれぞれ USER_ID と ITEM_ID に変更します。
c. EVENT_TYPE 列を追加して、すべてのレコードの値を watch に設定します。Microsoft Excel を

使用している場合は、列の最初のセルに watch を入力し、セルの右下をダブルクリックすること
で、すべてのレコードに EVENT_TYPE を設定できます。ヘッダーは次のようになります。

USER_ID,ITEM_ID,TIMESTAMP,EVENT_TYPE

Amazon Personalize でデータを認識するには、これらの列を正確に表示する必要があります。
データの最初の数行は次のようになります。

USER_ID,ITEM_ID,TIMESTAMP,EVENT_TYPE
1,1,964982703,watch
1,3,964981247,watch
1,6,964982224,watch
1,47,964983815,watch
1,50,964982931,watch
....
....

ratings.csv ファイルを保存します。
3. Amazon S3 バケットに ratings.csv をアップロードします。詳細については、Amazon Simple 

Storage Service ユーザーガイドの「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」を参照してください。

4. バケット内のデータを読み取るための許可を Amazon Personalize に付与します。詳細については、
「Amazon Personalize に対する、Amazon S3 リソースへのアクセスの付与 (p. 23)」を参照してくだ
さい。
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トレーニングデータの作成 (カスタムデータセットグ
ループ)
トレーニングデータを作成するには、映画のレーティングデータをダウンロードして変更し、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存します。その後、バケットから読み取るための許可
を Amazon Personalize に付与します。

1. 「教育と開発のための推奨事項」（F. Maxwell Harper and Joseph A. Konstan、2015）か
らMovieLens、ml-latest-small映画評価のzipファイル（.zip）をダウンロードして解凍します。 
MovieLens データセット：歴史と背景。 インタラクティブ・インテリジェント・システム
（TII）5、4：19:1 — 19:19. https://doi.org/10.1145/2827872) でのACMトランザクション。

2. ratings.csv ファイルを開きます。このファイルには、このチュートリアルのインタラクション
データが含まれています。

a. [評価] 列を削除します。
b. ヘッダー行を以下のように置き換えます。

USER_ID,ITEM_ID,TIMESTAMP

Amazon Personalize でデータを認識するには、これらのヘッダーを正確に表示する必要がありま
す。

ratings.csv ファイルを保存します。
3. Amazon S3 バケットに ratings.csv をアップロードします。詳細については、Amazon Simple 

Storage Service ユーザーガイドの「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」を参照してください。

4. バケット内のデータを読み取るための許可を Amazon Personalize に付与します。詳細については、
「Amazon Personalize に対する、Amazon S3 リソースへのアクセスの付与 (p. 23)」を参照してくだ
さい。

ドメインデータセットグループの開始方法
この入門チュートリアルでは、VIDEO_ON_DEMAND ドメインのドメインデータセットグループを作成
し、CSV ファイルからインタラクションデータをインポートします。その後、ユースケースのトップピッ
クを含むレコメンダーを作成します。その後、レコメンダーを使用して、パーソナライズされた映画のレ
コメンデーションのユーザーを取得します。このチュートリアルでは、600 名のユーザーからの 9,700 本
の映画に対する 100,000 件のレーティングで構成される履歴データを使用します。

まず、開始方法の前提条件 (p. 30)を完了し、Amazon Personalize リソースの作成方法に応じて、ドメ
インデータセットグループの開始方法 (コンソール) (p. 33)ドメインデータセットグループの開始方法 
(SDK for Python (Boto3) (p. 43)、またはのいずれかに進んでくださいドメインデータセットグループの
開始方法 (SDK for Java 2.x) (p. 37)。

開始方法の演習を完了したら、不要な料金が発生しないように、作成したリソースを、「リソースのク
リーンアップ (p. 75)」の手順に従って削除します。

トピック
• ドメインデータセットグループの開始方法 (コンソール) (p. 33)
• ドメインデータセットグループの開始方法 (SDK for Java 2.x) (p. 37)
• ドメインデータセットグループの開始方法 (SDK for Python (Boto3) (p. 43)
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ドメインデータセットグループの開始方法 (コンソー
ル)
この演習では、Amazon Personalize コンソールを使用して、ドメインデータセットグループと、特定の
ユーザー向けの映画のレコメンデーションを返すレコメンダーを作成します。

この演習を開始する前に、開始方法の前提条件 (p. 30) を確認してください。

開始方法の演習を完了したら、不要な料金が発生しないように、作成したリソースを、「リソースのク
リーンアップ (p. 75)」の手順に従って削除します。

ステップ 1: ドメインデータセットグループを作成する

この手順では、VIDEO_ON_DEMAND ドメインのドメインデータセットグループを作成
し、VIDEO_ON_DEMAND ドメインのデフォルトスキーマを使用して Interactions データセットを作成
し、トレーニングデータの作成 (ドメインデータセットグループ) (p. 31)で作成したインタラクション
データをインポートします。

ドメインデータセットグループを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

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. [Data Service] (データセットグループの詳細) で、データセットグループの名前を指定します。
4. [Domain] (ドメイン) で、[Video on demand] (ビデオオンデマンド) を選択します。選択したドメイン

によって、データのインポート時に使用するデフォルトスキーマが決まります。また、レコメンダー
が利用できるユースケースも決まります。画面の表示は次のようになります。

5. [データセットグループの作成] を選択します。[概要] ページが表示されます。ステップ 2: データをイ
ンポートする (p. 33) に進みます。

ステップ 2: データをインポートする

この手順では、デフォルトの VIDEO_ON_DEMAND ドメインスキーマを使用して Interactions データセッ
トを作成します。次に、作成したインタラクションデータをインポートしますトレーニングデータの作成 
(ドメインデータセットグループ) (p. 31)。
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データをインポートするには

1. [概要] ページで [インタラクションデータのインポート] を選択します。
2. [Amazon Personalize データセットに直接データをインポートする] を選択し、[次へ] を選択します。
3. [Create interactions dataset] (インタラクションデータセットを作成) のページで、[Dataset name]

(データセット名) に Interactions データセットの名前を入力します。
4. [Dataset schema] (データセットのスキーマ) で、[Create a new domain schema by modifying the 

existing default schema for your domain] (ドメインの既存のデフォルトスキーマを変更して新し
いドメインスキーマを作成) を選択し、スキーマの名前を入力します。スキーマ定義が更新さ
れ、VIDEO_ON_DEMAND ドメイン用のデフォルトスキーマが表示されます。スキーマは変更しない
でください。画面の表示は次のようになります。

5. [データセットの作成] を選択して続行します。
6. [Import interactions data] (インタラクションデータをインポート) のページで、[Data import source]

(データのインポートソース) を [Import data from S3] (S3 からデータをインポート) のままにしておき
ます。

7. [Dataset import job name] (データセットのインポートジョブ名) で、インポートジョブに名前を付け
ます。
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8. [Data location] (データの場所) で、Amazon Simple Storage Service (S3) のどこに保存されるかを指定
します。次の構文を使用します。

s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>
9. [IAM ロール] で、[IAM サービスロール] に [カスタム IAM ロール ARN を入力] を選択し、作成し

たロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力しますAmazon Personalize の IAM ロールの作
成 (p. 21)。画面の表示は次のようになります。

10. データをインポートするには、[Import data] (データをインポート) を選択します。ドメインデータ
セットグループの [Overview] (概要) のページが表示されます。[Set up datasets] (データセットを設
定) のセクションのインポートのステータスに注意してください。ステータスが Interaction data 
active になったら、ステップ 3: レコメンダーを作成する (p. 35) に進みます。

ステップ 3: レコメンダーを作成する

この手順では、VIDEO_ON_DEMAND ドメインの [Top picks for you] (上位のおすすめ) のユースケース向
けにレコメンダーを作成します。

レコメンダーを作成するには

1. ドメインデータセットグループの [Overview] (概要) ページの中央のカードで、[Use video on demand 
recommenders] (ビデオオンデマンドのレコメンデーション) を使用のタブを選択し、[Create 
recommenders] (レコメンデーションを作成) を選択します。
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2. [Create recommenders] (レコメンダーを作成) のページで、[Top picks for you] (上位のおすすめ) を選
択し、[Recommender name] (レコメンダー名) を入力します。残りのフィールドは変更しません。画
面は次のようになります。

3. [Create recommenders] (レコメンダーを作成) を選択して、レコメンダーを作成します。

各レコメンダーのステータスは、[Recommenders] (レコメンダー) のページでモニタリングできま
す。レコメンダーステータスが [Active] (アクティブ) の場合、それを使用して ステップ 4: レコメン
デーションを取得する (p. 36) でレコメンデーションを取得できます。

ステップ 4: レコメンデーションを取得する

この手順では、前のステップで作成したレコメンダーを使用して、レコメンデーションを取得します。

推奨事項を取得するには

1. ドメインデータセットグループの概要ページのナビゲーションペインで、「Recommenders」を選択
します。

2. レコメンダーページで、レコメンダーを選択します。
3. 右上の [テストレコメンダー] を選択します。
4. レコメンデーションパラメータに、ユーザーIDを入力します。他のフィールドはそのままにしておき

ます。
5. [Get recommendations] (レコメンデーションの取得) を選択します。ユーザーの上位 25 個の推奨アイ

テムを含むテーブルが表示されます。画面の表示は次のようになります。
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ドメインデータセットグループの開始方法 (SDK for 
Java 2.x)
このチュートリアルでは、SDK for Java 2.x を使用して 
VIDEO_ON_ON_ON_ON_ON_ON_ON_ON_ON_AND ドメイン用にドメインデータセットグループを作成
する方法を示します。このチュートリアルでは、ユースケース向けにトップピックのレコメンダーを作成
します。

不要な料金が発生しないように、開始方法の演習が終了したら、リソースのクリーンアッ
プ (p. 75)チュートリアルで作成したリソースの削除に関する情報を参照してください。

前提条件
このチュートリアルを完了するための前提条件となる手順は次のとおりです。

• 開始方法の前提条件 (p. 30)を完了して必要な権限を設定し、トレーニングデータを作成します。も完
了している場合はドメインデータセットグループの開始方法 (コンソール) (p. 33)、同じソースデータ
を再利用できます。独自のソースデータを使用する場合は、前提条件に示しているようにそのデータが
フォーマットされていることを確認します。

• AWS SDK for Java 2.x デベロッパーガイドの AWS SDK for Java 2.x の設定の手順で指定されているよ
うに、SDK for Java 2.x 環境と AWS 認証情報を設定します。

37

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/setup.html


Amazon Personalize デベロッパーガイド
ドメインデータセットグループ
の開始方法 (SDK for Java 2.x)

チュートリアル
次のステップでは、Amazon Personalize パッケージを使用するようにプロジェクトを設定し、Java 2.x ク
ライアント用 Amazon Personalize SDK を作成します。次に、データをインポートし、ユースケースに最
適なおすすめのレコメンダーを作成して、レコメンデーションを取得します。

ステップ 1: Amazon Personalize のパッケージを使用するようにプロジェクトを設定する

前提条件を完了したら、Amazon Personalize の依存関係を pom.xml ファイルに追加し、Amazon 
Personalize のパッケージをインポートします。

1. 次の依存関係を pom.xml ファイルに追加します。最新のバージョン番号は、サンプルコードとは異なる
場合があります。

<dependency> 
 <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
 <artifactId>personalize</artifactId> 
 <version>2.16.83</version>
</dependency>
<dependency> 
 <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
 <artifactId>personalizeruntime</artifactId> 
 <version>2.16.83</version>
</dependency>
<dependency> 
 <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
 <artifactId>personalizeevents</artifactId> 
 <version>2.16.83</version>
</dependency>

2. プロジェクトに次のインポートステートメントを追加します。

// import client packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.PersonalizeClient;
import software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.PersonalizeRuntimeClient;
// Amazon Personalize exception package
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.PersonalizeException;
// schema packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSchemaRequest;
// dataset group packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeDatasetGroupRequest;
// dataset packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetRequest;
// dataset import job packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetImportJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DataSource;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DatasetImportJob;
import 
 software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeDatasetImportJobRequest;
// recommender packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateRecommenderRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateRecommenderResponse;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeRecommenderRequest;
// get recommendations packages
import 
 software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.GetRecommendationsRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.GetRecommendationsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.PredictedItem;
// Java time utility package
import java.time.Instant; 
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ステップ 2: Amazon Personalize のクライアントを作成する

Amazon Personalize の依存関係を pom.xml ファイルに追加し、必要なパッケージをインポートした後、
次の Amazon Personalize のクライアントを作成します。

PersonalizeClient personalizeClient = PersonalizeClient.builder() 
  .region(region) 
  .build();

PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient = PersonalizeRuntimeClient.builder()  
  .region(region) 
  .build();

ステップ 3: データをインポートする

Amazon Personalize のクライアントを初期化したら、開始方法の前提条件 (p. 30) の完了時に作成した
履歴データをインポートします。過去のデータを Amazon Personalize にインポートするには、次の操作
を実行します。

1. 次の Avro スキーマを JSON ファイルとして作業ディレクトリに保存します。このスキーマは、を完了
したときに作成した CSV ファイルの列と一致しますトレーニングデータの作成 (ドメインデータセット
グループ) (p. 31)。

{ 
  "type": "record", 
  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "EVENT_TYPE", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
          "type": "long" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

2. Amazon Personalize でドメインスキーマを作成するには、createDomainSchema次の方法を
使用します。パラメータとして、Amazon Personalize のサービスクライアント、スキーマの名
前、VIDEO_ON_DEMANDおよび前のステップで作成したスキーマ JSON ファイルのファイルパスを渡し
ます。このメソッドは、新しいスキーマの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。後で使用する
ために、これを保存します。

    public static String createDomainSchema(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 schemaName, String domain, String filePath) { 

        String schema = null; 
        try { 
            schema = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath))); 
        } catch (IOException e) { 

39



Amazon Personalize デベロッパーガイド
ドメインデータセットグループ
の開始方法 (SDK for Java 2.x)

            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 

        try { 
            CreateSchemaRequest createSchemaRequest = CreateSchemaRequest.builder() 
                    .name(schemaName) 
                    .domain(domain) 
                    .schema(schema) 
                    .build(); 

            String schemaArn = 
 personalizeClient.createSchema(createSchemaRequest).schemaArn(); 

            System.out.println("Schema arn: " + schemaArn); 

            return schemaArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

3. データセットグループを作成します。createDomainDatasetGroup次の方法を使用して、ドメイン
データセットグループを作成します。パラメータとして、Amazon Personalize のサービスクライアン
ト、データセットグループの名前、VIDEO_ON_DEMANDおよびドメインのパスを渡します。このメソッ
ドは、新しいデータセットグループの ARN を返します。後で使用するために、これを保存します。

    public static String createDomainDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                                  String datasetGroupName, 
                                                  String domain) { 

        try { 
            CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest = 
 CreateDatasetGroupRequest.builder() 
                    .name(datasetGroupName) 
                    .domain(domain) 
                    .build(); 
            return 
 personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn(); 
        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return ""; 
    }

4. Interactions データセットを作成します。次の createDataset メソッドを使用して、Interactions 
データセットを作成します。パラメータとして、Amazon Personalize のサービスクライアント、デー
タセットの名前、スキーマの ARN、データセットグループの ARN、およびデータセットタイプの
Interactions を渡します。このメソッドは、新しいデータセットの ARN を返します。後で使用する
ために、これを保存します。

    public static String createDataset(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                       String datasetName, 
                                       String datasetGroupArn, 
                                       String datasetType, 
                                       String schemaArn) { 
        try { 
            CreateDatasetRequest request = CreateDatasetRequest.builder() 
                .name(datasetName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .datasetType(datasetType) 
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                .schemaArn(schemaArn) 
                .build(); 

            String datasetArn = personalizeClient.createDataset(request) 
                .datasetArn(); 
            System.out.println("Dataset " + datasetName + " created."); 
            return datasetArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

5. データセットのインポートジョブを使用してデータをインポートします。次の
createPersonalizeDatasetImportJob メソッドを使用して、データセットのインポートジョブを
作成します。

パラメータとして、Amazon Personalize のサービスクライアント、ジョブの名前、およびインタラ
クションデータセットの ARN を渡します。トレーニングデータを保存した Amazon S3 バケットパス 
(s3://bucket name/folder name/ratings.csv) とサービスロールの ARN を渡します。この
ロールは、開始方法の前提条件 (p. 30)の一部として作成されました。このメソッドは、データセッ
トのインポートジョブの ARN を返します。オプションで、後で使用するために保存します。

    public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient 
 personalizeClient, 
                                                           String jobName, 
                                                           String datasetArn, 
                                                           String s3BucketPath, 
                                                           String roleArn) { 

        long waitInMilliseconds = 60 * 1000; 
        String status; 
        String datasetImportJobArn; 

        try { 
            DataSource importDataSource = DataSource.builder() 
                    .dataLocation(s3BucketPath) 
                    .build(); 

            CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest = 
 CreateDatasetImportJobRequest.builder() 
                    .datasetArn(datasetArn) 
                    .dataSource(importDataSource) 
                    .jobName(jobName) 
                    .roleArn(roleArn) 
                    .build(); 

            datasetImportJobArn = 
 personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest) 
                    .datasetImportJobArn(); 
            DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest = 
 DescribeDatasetImportJobRequest.builder() 
                    .datasetImportJobArn(datasetImportJobArn) 
                    .build(); 

            long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

            while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient 
                        .describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest) 
                        .datasetImportJob(); 
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                status = datasetImportJob.status(); 
                System.out.println("Dataset import job status: " + status); 

                if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
                    break; 
                } 
                try { 
                    Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 
            return datasetImportJobArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return ""; 
    }

ステップ 4: レコメンダーを作成する

データセットのインポートジョブが完了すると、レコメンダーを作成する準備が整いま
す。createRecommender以下の方法でレコメンダーを作成します。Amazon Personalize の
サービスクライアント、レコメンダーの名前、データセットグループの Amazon リソースネーム 
(ARN)、arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picksおよびレシピ ARN をパラメータと
して渡します。このメソッドは、新しいレコメンダーの ARN を返します。後で使用するために、これを
保存します。

    public static String createRecommender(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                           String name, 
                                           String datasetGroupArn, 
                                           String recipeArn) { 

        long maxTime = 0; 
        long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds 
        String recommenderStatus = ""; 

        try { 
                CreateRecommenderRequest createRecommenderRequest = 
 CreateRecommenderRequest.builder() 
                        .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                        .name(name) 
                        .recipeArn(recipeArn) 
                        .build(); 

                CreateRecommenderResponse recommenderResponse = 
 personalizeClient.createRecommender(createRecommenderRequest); 
                String recommenderArn = recommenderResponse.recommenderArn(); 
                System.out.println("The recommender ARN is " + recommenderArn); 

                DescribeRecommenderRequest describeRecommenderRequest = 
 DescribeRecommenderRequest.builder() 
                        .recommenderArn(recommenderArn) 
                        .build(); 

                maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

                while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                    recommenderStatus = 
 personalizeClient.describeRecommender(describeRecommenderRequest).recommender().status(); 
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                    System.out.println("Recommender status: " + recommenderStatus); 

                    if (recommenderStatus.equals("ACTIVE") || 
 recommenderStatus.equals("CREATE FAILED")) { 
                        break; 
                    } 
                    try { 
                        Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                    } catch (InterruptedException e) { 
                        System.out.println(e.getMessage()); 
                    } 
                } 
                return recommenderArn; 

        } catch(PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

ステップ 5: レコメンデーションを取得する

レコメンダーを作成したら、そのレコメンデーションを取得します。次の getRecs メソッドを使用し
て、ユーザー向けのレコメンデーションを取得します。パラメータとして、Amazon Personalize のランタ
イムクライアント、前のステップで作成したレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)、およびユー
ザー ID (例:123) を渡します。このメソッドは、推奨アイテムのリストを画面に出力します。

    public static void getRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient, String 
 recommenderArn, String userId){ 

        try { 
            GetRecommendationsRequest recommendationsRequest = 
 GetRecommendationsRequest.builder() 
                    .recommenderArn(recommenderArn) 
                    .numResults(20) 
                    .userId(userId) 
                    .build(); 

            GetRecommendationsResponse recommendationsResponse = 
 personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest); 
            List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList(); 

            for (PredictedItem item: items) { 
                System.out.println("Item Id is : "+item.itemId()); 
                System.out.println("Item score is : "+item.score()); 
            } 
        } catch (AwsServiceException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

ドメインデータセットグループの開始方法 (SDK for 
Python (Boto3)
このチュートリアルでは、SDK for Python (Boto3) を使用して VIDEO_ON_DEMAND ドメイン用のドメイ
ンデータセットグループを作成する方法を示します。このチュートリアルでは、ユースケース向けの上位
のおすすめ (上位のおすすめ) のユースケースを作成します。

43



Amazon Personalize デベロッパーガイド
ドメインデータセットグループの
開始方法 (SDK for Python (Boto3)

不要な料金が発生しないように、開始方法の演習が終了したら、このチュートリアルで作成したリソース
を削除してください。詳細については、「リソースのクリーンアップ (p. 75)」を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 44)
• チュートリアル (p. 44)
• Jupyter (iPython) ノートブックでの Amazon Personalize API の開始方法 (p. 47)

前提条件
このガイドで Python の例を使用するための前提条件のステップを以下に示します。

• 開始方法の前提条件 (p. 30)を完了して必要な権限を設定し、トレーニングデータを作成します。独自
のソースデータを使用する場合は、前提条件に示しているようにそのデータがフォーマットされている
ことを確認します。

• AWS SDK for Python (Boto3)で指定されているとおりに環境を設定しますAWS SDK のセットアッ
プ (p. 29)。

チュートリアル
次のステップでは、環境を確認し、SDK for Python (Boto3) の Amazon Personalize (Boto3) クライアント
を作成します。次に、データをインポートし、ユースケースに最適なおすすめのレコメンダーを作成し
て、レコメンデーションを取得します。

ステップ 1: Python 環境を確認する Boto3 クライアントを作成する

前提条件のステップを完了したら、以下の Python の例を実行して、環境が適切に設定されていることを
確認します。このコードは、このチュートリアルで使用する Amazon Personalize boto3 クライアントも作
成します。環境が正しく設定されていれば、使用可能なレシピのリストが表示され、このチュートリアル
の他の例を実行できます。

import boto3

personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.list_recipes()

for recipe in response['recipes']: 
    print (recipe)

ステップ 2: データをインポートする

Amazon Personalize boto3 クライアントを作成して環境を確認する。の完了時に作成した履歴データをイ
ンポートします開始方法の前提条件 (p. 30)。過去のデータを Amazon Personalize にインポートするに
は、次の操作を実行します。

1. 次のコードを使用して、Amazon Personalize でスキーマを作成します。gs-domain-interactions-
schemaスキーマの名前に置き換えてください。

import json
schema = { 
  "type": "record", 
  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
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          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "EVENT_TYPE", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
          "type": "long" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

create_interactions_schema_response = personalize.create_schema( 
    name='gs-domain-interactions-schema', 
    schema=json.dumps(schema), 
    domain='VIDEO_ON_DEMAND'
)

interactions_schema_arn = create_interactions_schema_response['schemaArn']
print(json.dumps(create_interactions_schema_response, indent=2))

2. 次のコードを使用してデータセットグループを作成します。dataset group nameデータセットグ
ループの名前に置き換えます。

response = personalize.create_dataset_group( 
  name = 'dataset group name', 
  domain = 'VIDEO_ON_DEMAND'
)
dsg_arn = response['datasetGroupArn']

description = personalize.describe_dataset_group(datasetGroupArn = dsg_arn)
['datasetGroup']

print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['datasetGroupArn'])
print('Status: ' + description['status'])

3. 次のコードを使用して、新しいデータセットグループにインタラクションデータセットを作成します。
データセットに名前を付け、schema_arndataset_group_arn前のステップのとを指定します。

response = personalize.create_dataset( 
    name = 'interactions-dataset-name', 
    schemaArn = interactions_schema_arn, 
    datasetGroupArn = dsg_arn, 
    datasetType = 'INTERACTIONS'
)

dataset_arn = response['datasetArn']

4. 次のコードを使用して、データセットのインポートジョブを使用してデータをインポートします。この
コードでは、describe_dataset_import_job メソッドを使用してジョブのステータスを追跡します。

パラメータとして、ジョブの名前、dataset_arn前のステップで取得したもの、トレーニングデー
タを保存した Amazon S3 バケットパス (s3://bucket name/folder name/ratings.csv)、IAM 
サービスロールの ARN を渡します。このロールは、開始方法の前提条件 (p. 30)の一部として作成さ
れました。Amazon Personalize には、バケットにアクセスするための許可が必要です。アクセス権の
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付与については、を参照してくださいAmazon Personalize に対する、Amazon S3 リソースへのアクセ
スの付与 (p. 23)。

import time
response = personalize.create_dataset_import_job( 
    jobName = 'JobName', 
    datasetArn = 'dataset_arn', 
    dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'}, 
    roleArn = 'role_arn'
)

dataset_interactions_import_job_arn = response['datasetImportJobArn']

description = personalize.describe_dataset_import_job( 
    datasetImportJobArn = dataset_interactions_import_job_arn)['datasetImportJob']

print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetImportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])

max_time = time.time() + 3*60*60 # 3 hours
while time.time() < max_time: 
    describe_dataset_import_job_response = personalize.describe_dataset_import_job( 
        datasetImportJobArn = dataset_interactions_import_job_arn 
    ) 
    status = describe_dataset_import_job_response["datasetImportJob"]['status'] 
    print("Interactions DatasetImportJob: {}".format(status)) 
     
    if status == "ACTIVE" or status == "CREATE FAILED": 
        break 
         
    time.sleep(60)

ステップ 4: レコメンダーを作成する

データセットのインポートジョブが完了すると、レコメンダーを作成する準備が整います。次のコードを
使用してレコメンダーを作成します。パラメータとして、レコメンダーの名前、データセットグループの 
Amazon リソースネーム (ARN)、arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picksおよびレシ
ピ ARN を渡します。このコードでは、describe_commender メソッドを使用してレコメンダーのステータ
スを追跡しています。

import time
create_recommender_response = personalize.create_recommender( 
  name = 'gs-python-top-picks', 
  recipeArn = 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks', 
  datasetGroupArn = dsg_arn      
)
recommender_arn = create_recommender_response['recommenderArn']

print('Recommender ARN:' + recommender_arn)
max_time = time.time() + 3*60*60 # 3 hours
while time.time() < max_time: 

    version_response = personalize.describe_recommender( 
        recommenderArn = recommender_arn 
    ) 
    status = version_response["recommender"]["status"] 

    if status == "ACTIVE": 
        print("Creation succeeded for {}".format(recommender_arn)) 
         
    elif status == "CREATE FAILED": 
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        print("Creation failed for {}".format(recommender_arn)) 

    if status == "ACTIVE": 
        break 
    else: 
        print("Recommender creation is still in progress") 
         
    time.sleep(60)

ステップ 5: レコメンデーションを取得する

レコメンダーを作成したら、そのレコメンダーを使用してレコメンデーションを取得します。パラメータ
として、前のステップで作成したレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN) とユーザー ID (例:123) 
を渡します。このメソッドは、推奨アイテムのリストを出力します。

response = personalizeRt.get_recommendations( 
    recommenderArn = "arn:aws:personalize:us-west-2:014025156336:recommender/gs-python-top-
picks-89", 
    userId = '123'
)
print("Recommended items")
for item in response['itemList']: 
    print (item['itemId'])

Jupyter (iPython) ノートブックでの Amazon Personalize API の
開始方法
Jupyter ノートブックを使用してドメインデータセットグループの作成を開始するには、Amazon 
Personalize サンプルリポジトリの notebooks_managed_domains フォルダにある一連のノートブックの
クローンを作成するかダウンロードします。ノートブックでは、トレーニングデータのインポート、レコ
メンダーの作成、Amazon Personalize でのレコメンデーションの取得について説明します。

Note

ノートブックを使用する前に、README.md の手順に従って環境を構築してください。

カスタムデータセットグループの開始方法
この開始方法のガイドでは、カスタムデータセットグループと User-Personalization レシピを使用して、
パーソナライズされた映画のレコメンデーションをユーザーに提供する方法を示します。このチュートリ
アルでは、600 名のユーザーからの 9,700 本の映画に対する 100,000 件のレーティングで構成される履歴
データを使用します。

まず、開始方法の前提条件 (p. 30)を完了して、、開始方法 (コンソール) (p. 48)開始方法 (AWS 
CLI) (p. 55)開始方法 (SDK for Python (Boto3)) (p. 62)、またはのいずれかに進んでください開始方法 
(SDK for Java 2.x) (p. 66)。

開始方法の演習を完了したら、不要な料金が発生しないように、作成したリソースを、「リソースのク
リーンアップ (p. 75)」の手順に従って削除します。

トピック
• 開始方法 (コンソール) (p. 48)
• 開始方法 (AWS CLI) (p. 55)
• 開始方法 (SDK for Python (Boto3)) (p. 62)
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• 開始方法 (SDK for Java 2.x) (p. 66)

開始方法 (コンソール)
この演習では、Amazon Personalize コンソールを使用して、特定のユーザー向けに映画のレコメンデー
ションを返すソリューションを含むカスタムデータセットグループを作成します。この演習を開始する前
に、開始方法の前提条件 (p. 30) を確認してください。

開始方法の演習を完了したら、不要な料金が発生しないように、作成したリソースを、「リソースのク
リーンアップ (p. 75)」の手順に従って削除します。

ステップ 1: データセットグループとデータセットを作成する

この手順ではまず、データセットグループを作成します。次に、Amazon Personalize データセットをデー
タセットグループに作成します。

データセットグループとデータセットを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [データセットグループの作成] を選択します。
3. [Dataset group details (データセットグループの詳細)] で [Dataset group name (データセットグループ

名)] にデータセットグループの名前を指定します。
4. [Domain] (ドメイン) で、[Custom] (カスタム) を選択します。画面の表示は次のようになります。

5. [データセットグループの作成] を選択します。「概要」ページが表示されます。
6. [概要] ページで、[インタラクションデータをインポートする] を選択します。
7. [Amazon Personalize データセットに直接データをインポートする] を選択し、[次へ] を選択します。
8. [インタラクションデータセットの作成] ページの [データセット名] に、データセットの名前を指定し

ます。
9. [データセットスキーマ] で、[新しいスキーマの作成] を選択します。スキーマフィールドセクション

には、最小限のインタラクションスキーマが表示されます。スキーマは、ratings.csv以前にファイ
ルに追加したヘッダーと一致するため、変更を加える必要はありません。トレーニングデータを作成
していない場合は、「」を参照してください開始方法の前提条件 (p. 30)。

10. [スキーマ名] に、新しいスキーマの名前を指定します。画面の表示は次のようになります。
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11. [データセットの作成] を選択して続行します。[Import interactions data] (インタラクションデータを
インポート) のページが表示されます。次に、ステップ 2: インタラクションデータをインポートす
る (p. 49)インタラクションデータのインポートを完了します。

ステップ 2: インタラクションデータをインポートする
データセットを作成したので、次はインタラクションデータをデータセットにインポートします。

インタラクションデータをインポートするには

1. [インタラクションデータのインポート] ページの [データインポートソース] で、[S3 からデータをイ
ンポート] を選択します。

2. [データセットインポートジョブ名] で、インポートジョブの名前を指定します。
3. Amazon Personalize のアクセス権限を付与していない場合は、「追加 S3 バケットポリシーが必要」

ダイアログボックスで、指示に従って必要な Amazon S3 バケットポリシーを追加します (p. 23)。
4. [Data location] (データの場所) で、映画のデータファイルが Amazon Simple Storage Service (S3) の

どこに保存されるかを指定します。次の構文を使用します。

s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>

49



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

5. [IAM ロール] セクションの [IAM サービスロール] では、デフォルトの [カスタム IAM ロール ARN を入
力] のままにします。

6. [カスタム IAM ロールの ARN] で、Amazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21) で作成したロー
ルを指定します。

データセットのインポートジョブの詳細と IAM ロールのセクションは次のようになるはずです。

7. [Finish] (終了) を選択します。データインポートジョブが開始され、概要ページが表示されます。初期
状態は [作成待ち] で (続いて [作成中])、[ソリューションの作成] ボタンは無効になっています。

データのインポートにかかる時間は、データセットのサイズによって異なります。データインポート
ジョブが終了すると、ステータスが [アクティブ] に変わり、[ソリューションの作成] ボタンが有効に
なります。[概要] ページは、次の図のようになります。
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8. インポートジョブが終了したら、[ソリューションの作成] ボタンを選択します。[Create solution (ソ
リューションの作成)] ページが表示されます。データをインポートしたので、ソリューションを作成
する準備が整いましたステップ 3: ソリューションを作成する (p. 51)。

ステップ 3: ソリューションを作成する

この手順では、インポートしたデータセットを使用してモデルをトレーニングします。ステップ 2: インタ
ラクションデータをインポートする (p. 49)トレーニングしたモデルはソリューションバージョンと呼ば
れます。

ソリューションを作成するには

1. データセットグループの [概要] ページの [カスタムリソースの使用] で、[ソリューションの作成] を選
択します。

2. [Solution type] (ソリューションタイプ) で、[Item recommendation] (アイテムのレコメンデーション) 
を選択して、ユーザーのアイテムのレコメンデーションを取得します。

3. [Solution name (ソリューション名)] で、ソリューションの名前を指定します。
4. [ソリューションタイプ] で [推奨アイテム] を選択します。
5. 「レシピ」で、を選択しますaws-user-personalization。オプションの [Solution configuration] (ソ

リューションの設定) のフィールドと [Advanced configuration] (詳細設定) のフィールドは変更しない
でください。

画面の表示は次のようになります。
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6. [Create and train solution] (ソリューションを作成およびトレーニング) を選択します。ソリューショ
ンバージョンのトレーニングが開始され、「概要」ページが表示されます。

7. トレーニング状況を確認するには、ナビゲーションペインで [カスタムリソース] を展開し、[ソリュー
ションとレシピ] を選択します。

8. 「ソリューション」セクションで、ソリューションを選択します。ソリューションページの詳細ペー
ジが表示されます。ソリューションバージョンページには、モデルのステータスが表示されます。

ソリューションバージョンのステータスが [アクティブ] になると、に移行する準備が整いますステッ
プ 4: キャンペーンの作成 (p. 52)。

ステップ 4: キャンペーンの作成

この手順では、キャンペーンを作成します。このキャンペーンは、前のステップで作成したソリューショ
ンバージョンをデプロイします。
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キャンペーンを作成するには

1. ナビゲーションペインで [カスタムリソース] を展開し、[キャンペーン] を選択します。
2. [Create campaign (キャンペーンの作成)] を選択します。「キャンペーンの新規作成」ページが表示さ

れます。
3. [Campaign details (キャンペーンの詳細)] で [Campaign name (キャンペーン名)] にキャンペーンの名

前を指定します。
4. [Solution] (ソリューション) で、前のステップで作成したソリューションを選択し、[Solution version 

ID] (ソリューションバージョン ID) はデフォルトのままにします。
5. [Minimum provisioned transactions per second (1 秒あたりの最小プロビジョンドトランザクション)] 

は、デフォルトの 1 のままにしておきます。[Campaign configuration] (キャンペーンの設定) のフィー
ルドは変更しないでください。

画面の表示は次のようになります。

6. [Create campaign (キャンペーンの作成)] を選択します。キャンペーンの作成が開始され、キャンペー
ンの詳細ページに Personalization API セクションが表示されます。

画面の表示は次のようになります。
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キャンペーンの作成には数分かかることがあります。Amazon Personalize がキャンペーンの作成を完
了すると、ページが更新され、[Test campaign results] (キャンペーン結果をテスト) のセクションが表
示されます。画面の表示は次のようになります。

ステップ 5: レコメンデーションを取得する

この手順では、前のステップで作成したキャンペーンを使用してレコメンデーションを取得します。

推奨事項を取得するには

1. [Test campaign result (キャンペーン結果のテスト)] の [ユーザー ID] で、レーティングの値 (例:
83) を指定します。[Filter name] (フィルター名) で、デフォルトの選択である [None] (なし) を維持
し、[Context] (コンテキスト) のフィールドは空のままにします。

2. [Get recommendations] (レコメンデーションの取得) を選択します。[Recommendations] (レコメン
デーション) のパネルには、推奨アイテムのアイテム ID とスコアが一覧表示されます。

画面の表示は次のようになります。
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開始方法 (AWS CLI)
この演習では、AWS Command Line Interface(AWS CLI) にアクセスして Amazon Personalize。映画のレ
コメンデーションを特定のユーザー ID に返すキャンペーンを作成します。

この演習を開始する前に、以下を実行します。

• 開始方法「開始方法の前提条件 (p. 30)」を見る
• AWS CLI をセットアップします。「AWS CLI の設定 (p. 28)」の手順に従ってください。

入門ガイドの演習を完了したら、不要な料金が発生しないように、の手順に従います。リソースのクリー
ンアップ (p. 75)をクリックして作成したリソースを削除します。

Note

-AWS CLIこの演習のコマンドは Linux でテストされています。の使用方法の詳細について
は、AWS CLIWindows のコマンドについては、「」を参照してください。のパラメータ値の指定
AWS Command Line Interface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

次の手順に従って、データセットグループを作成し、このグループにデータセットを追加します。次に、
映画のレーティングデータを使用してデータセットを事前設定します。

1. 次のコマンドを実行して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暗号化する
には、AWS Key Management Serviceキー ARN と、そのキーへのアクセス許可を持つIAM ロールの
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ARN を入力パラメータとして渡します。 API の詳細については、「CreateDatasetGroup (p. 395)」
を参照してください。

aws personalize create-dataset-group --name MovieRatingDatasetGroup --kms-key-
arn arn:aws:kms:us-west-2:01234567890:key/1682a1e7-a94d-4d92-bbdf-837d3b62315e --role-
arn arn:aws:iam::01234567890:KMS-key-access

データセットグループの ARN が表示されます。次に例を示します。

{ 
  "datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup"
}

作成したデータセットグループを表示するには、返されたデータセットグループの ARN を指定し
て、describe-dataset-group コマンドを使用します。

aws personalize describe-dataset-group \
--dataset-group-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup

データセットグループとそのプロパティが表示されます。次に例を示します。

{ 
    "datasetGroup": { 
        "name": "MovieRatingDatasetGroup", 
        "datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup", 
        "status": "ACTIVE", 
        "creationDateTime": 1542392161.262, 
        "lastUpdatedDateTime": 1542396513.377 
    }
}

Note

データセットグループ内にデータセットを作成するには、データセットグループの status
が ACTIVE になるまで待ちます。通常、このオペレーションは高速に処理されます。

データセットグループの ARN が不明な場合は、list-dataset-groups コマンドを使用して、作成
したすべてのデータセットグループとその ARN を表示します。

aws personalize list-dataset-groups

Note

-describe-objectそしてlist-objectsコマンドは、ほとんどの Amazon Personalize オ
ブジェクトで使用できます。これらのコマンドは、この演習で以後取り扱いませんが、いつ
でも使用可能です。

2. 次のコードを MovieRatingSchema.json という名前のファイルに保存して、スキーマファイルを 
JSON 形式で作成します。スキーマは、以前に ratings.csv に追加したヘッダーと一致します。ス
キーマ名Interactionsは Amazon Personalize で認識される 3 種類のデータセットの 1 つと一致し
ます。詳細については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を参照してください。

{ 
  "type": "record", 
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  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
          "type": "long" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

3. 次のコマンドを実行してスキーマを作成します。前のステップで保存したファイルを指定しま
す。次の例は、現在のフォルダに属するファイルを示しています。 API の詳細については、
「CreateSchema (p. 416)」を参照してください。

aws personalize create-schema \ 
  --name MovieRatingSchema \ 
  --schema file://MovieRatingSchema.json

スキーマの Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。次に例を示します。

{ 
  "schemaArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:schema/MovieRatingSchema"
}

4. 次のコマンドを実行して空のデータセットを作成します。前のステップで返されたデータセットグ
ループの ARN とスキーマの ARN を指定します。dataset-type は、前のステップのスキーマ name
と一致する必要があります。 API の詳細については、「CreateDataset (p. 387)」を参照してくださ
い。

aws personalize create-dataset \ 
  --name MovieRatingDataset \ 
  --dataset-group-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup \ 
  --dataset-type Interactions \ 
  --schema-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:schema/MovieRatingSchema

データセットの ARN が表示されます。次に例を示します。

{ 
  "datasetArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/MovieRatingDatasetGroup/
INTERACTIONS"
}

5. トレーニングデータをデータセットに追加します。

a. 次のコマンドを実行してデータセットのインポートジョブを作成します。前のステップで返さ
れたデータセットの ARN と Amazon S3 バケット名を指定します。への入力方法AWS Identity 
and Access Management「」で作成した (IAM) ロール ARNAmazon Personalize の IAM ロールの
作成 (p. 21)。 API の詳細については、「CreateDatasetImportJob (p. 399)」を参照してくださ
い。
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aws personalize create-dataset-import-job \ 
  --job-name MovieRatingImportJob \ 
  --dataset-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/
MovieRatingDatasetGroup/INTERACTIONS \ 
  --data-source dataLocation=s3://bucketname/ratings.csv \ 
  --role-arn roleArn

データセットのインポートジョブの ARN が表示されます。次に例を示します。

{ 
  "datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
MovieRatingImportJob"
}

b. describe-dataset-import-job コマンドを使用してステータスを確認します。前のステッ
プで返されたデータセットのインポートジョブの ARN を指定します。 API の詳細については、
「DescribeDatasetImportJob (p. 460)」を参照してください。

aws personalize describe-dataset-import-job \ 
  --dataset-import-job-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-
job/MovieRatingImportJob

データセットのインポートジョブのプロパティとそのステータスが表示されます。最初、status
は CREATE PENDING と表示されます。次に例を示します。

{ 
  "datasetImportJob": { 
      "jobName": "MovieRatingImportJob", 
      "datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-
job/MovieRatingImportJob", 
      "datasetArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/
MovieRatingDatasetGroup/INTERACTIONS", 
      "dataSource": { 
          "dataLocation": "s3://<bucketname>/ratings.csv" 
      }, 
      "roleArn": "role-arn", 
      "status": "CREATE PENDING", 
      "creationDateTime": 1542392161.837, 
      "lastUpdatedDateTime": 1542393013.377 
  }
}

ステータスが ACTIVE と表示されると、データセットのインポートが完了します。これで、指定
したデータセットを使用してモデルをトレーニングする準備が整いました。

Note

インポートには時間がかかります。データセットのインポートが完了するまで待ってか
ら、データセットを使用してモデルのトレーニングを開始します。

ステップ 2: ソリューションを作成する (モデルをトレーニングする)

モデルを初めてトレーニングするには 2 つのステップが必要です。まず、CreateSolution (p. 419)
オペレーションを使用してモデルをトレーニングするための設定を作成します。 次
に、CreateSolutionVersion (p. 424) オペレーションを使用してモデルをトレーニングします。
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レシピとトレーニングデータを使用してモデルをトレーニングします。Amazon Personalize は、一連の定
義済みレシピを提供します。詳細については、「レシピの説明を表示します。 (p. 102)」を参照してくだ
さい。この演習では、User-Personalization レシピを使用します。

1. モデルトレーニングの設定を作成するには、次のコマンドを実行します。

aws personalize create-solution \ 
  --name MovieSolution \ 
  --dataset-group-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup \ 
  --recipe-arn arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization

ソリューションの ARN が表示されます。次に例を示します。

{ 
  "solutionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution"
}

2. をチェックします。作成を使用したステータスの表示describe-solutionコマンド。
前のステップで返されたソリューションの ARN を指定します。 API の詳細については、
「DescribeSolution (p. 477)」を参照してください。

aws personalize describe-solution \ 
  --solution-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution

ソリューションのプロパティと作成の status が表示されます。最初、ステータスには CREATE 
PENDING と表示されます。次に例を示します。

{       
  "solution": { 
      "name": "MovieSolution", 
      "solutionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution", 
      "performHPO": false, 
      "performAutoML": false, 
      "recipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization", 
      "datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup", 
      "solutionConfig": {}, 
      "status": "ACTIVE", 
      "creationDateTime": "2021-05-12T16:27:59.819000-07:00", 
      "lastUpdatedDateTime": "2021-05-12T16:27:59.819000-07:00" 
  }
}

3. ソリューションが ACTIVE の場合、次のコマンドを実行してモデルをトレーニングします。

aws personalize create-solution-version \ 
  --solution-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution

ソリューションバージョンの ARN が表示されます。次に例を示します。

{ 
  "solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution/
<version-id>"
}
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をチェックします。トレーニングを使用したソリューションバージョンのステータスdescribe-
solution-versionコマンド。前のステップで返ったソリューションバージョンの ARN を指定しま
す。 API の詳細については、「DescribeSolutionVersion (p. 480)」を参照してください。

aws personalize describe-solution-version \ 
  --solution-version-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/version-id

ソリューションバージョンのプロパティとトレーニングの status が表示されます。最初、ステータ
スには CREATE PENDING と表示されます。次に例を示します。

{ 
  "solutionVersion": { 
      "solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/<version-id>", 
      ..., 
      "status": "CREATE PENDING" 
  }
}

4. ソリューションバージョンの場合statusがアクティブになったら、トレーニングは完了します。

次に、トレーニングメトリクスを確認し、このソリューションバージョンを使用してキャンペーンを
作成できます。

Note

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する (ソリューションバージョン
のトレーニングのステータスが ACTIVE と表示される) まで待ってから、このバージョンの
ソリューションをキャンペーンで使用します。

5. ソリューションバージョンのパフォーマンスを検証するには、そのメトリクスを確認できます。次の
コマンドを実行して、ソリューションバージョンのメトリクスを取得します。以前に返ったソリュー
ションバージョンの ARN を指定します。 API の詳細については、「GetSolutionMetrics (p. 483)」
を参照してください。

aws personalize get-solution-metrics \ 
  --solution-version-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/version-id

レスポンスの例を次に示します。

{ 
  "solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/www-solution/
<version-id>", 
  "metrics": { 
        "coverage": 0.0485, 
        "mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0381, 
        "normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0363, 
        "normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0984, 
        "normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0175, 
        "precision_at_10": 0.0107, 
        "precision_at_25": 0.0207, 
        "precision_at_5": 0.0107 
    }
}
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ステップ 3: キャンペーン作成 (ソリューションをデプロイ) します。

レコメンデーションを取得するには、事前にソリューションバージョンをデプロイする必要があります。
ソリューションのデプロイは、キャンペーンの作成とも呼ばれます。キャンペーンを作成すると、クライ
アントアプリケーションは GetRecommendations (p. 559) API を使用してレコメンデーションを取得で
きます。

1. 次のコマンドを実行してキャンペーンを作成します。前のステップで返ったソリューションバージョ
ンの ARN を指定します。 API の詳細については、「CreateCampaign (p. 383)」を参照してくださ
い。

aws personalize create-campaign \ 
  --name MovieRecommendationCampaign \ 
  --solution-version-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/version-id \ 
  --min-provisioned-tps 1

レスポンスの例を次に示します。

{ 
  "campaignArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:campaign/
MovieRecommendationCampaign"
}

2. 次のコマンドを実行してデプロイのステータスを確認します。前のステップで返されたキャンペーン
の ARN を指定します。 API の詳細については、「DescribeCampaign (p. 452)」を参照してくださ
い。

aws personalize describe-campaign \ 
  --campaign-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:campaign/
MovieRecommendationCampaign

レスポンスの例を次に示します。

{ 
  "campaign": {  
      "name": "MovieRecommendationCampaign", 
      "campaignArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:campaign/
MovieRecommendationCampaign", 
      "solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/<version-id>", 
      "minProvisionedTPS": "1", 
      "creationDateTime": 1543864775.923, 
      "lastUpdatedDateTime": 1543864791.923, 
      "status": "CREATE IN_PROGRESS" 
  }
}

Note

キャンペーンからレコメンデーションを取得するには、status が ACTIVE と表示されるま
で待ちます。
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ステップ 4: 推奨事項の取得

get-recommendations コマンドを実行してレコメンデーションを取得します。前のステップで返され
たキャンペーンの ARN を指定します。リクエストでは、映画のレーティングデータセットのユーザー ID 
を指定します。 API の詳細については、「GetRecommendations (p. 559)」を参照してください。

Note

すべてのレシピで GetRecommendations API がサポートされているわけではありません。詳細
については、「レシピの説明を表示します。 (p. 102)」を参照してください。
このステップで呼び出す AWS CLI コマンド (personalize-runtime) は、以前のステップとは
異なります。

aws personalize-runtime get-recommendations \ 
  --campaign-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:campaign/MovieRecommendationCampaign 
 \ 
  --user-id 123

キャンペーンは、ユーザーが好むと思われるアイテムのレコメンデーション (映画 ID) のリストをレスポン
スで返します。リストは、ユーザーに関連する度合いの高い順 (降順) にソートされます。

{ 
  "itemList": [ 
      { 
          "itemId": "14" 
      }, 
      { 
          "itemId": "15" 
      }, 
      { 
          "itemId": "275" 
      }, 
      { 
          "itemId": "283" 
      }, 
      { 
          "itemId": "273" 
      }, 
      ... 
  ]
}

開始方法 (SDK for Python (Boto3))
このチュートリアルでは、SDK for Python (Boto3) を使用して、SDK for Python (Boto3) を使用して、SDK 
for Python (Boto3) を使用して最初から最後までの Amazon Personalize のワークフローを最初から最後ま
で完了する方法を示します。

不要な料金が発生しないように、開始方法の演習が終了したら、このチュートリアルで作成したリソース
を削除してください。詳細については、「リソースのクリーンアップ (p. 75)」を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 63)
• チュートリアル (p. 63)
• Jupyter (iPython) ノートブックでの Amazon Personalize API の開始方法 (p. 66)
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前提条件
このガイドで Python の例を使用するための前提条件のステップを以下に示します。

• 開始方法の前提条件 (p. 30)を完了して必要な権限を設定し、トレーニングデータを作成します。独自
のソースデータを使用する場合は、前提条件のようにそのデータがフォーマットされていることを確認
します。

• AWS SDK for Python (Boto3)で指定されているとおりに環境を設定しますAWS SDK のセットアッ
プ (p. 29)。

チュートリアル
次のステップでは、環境を確認し、Amazon Personalize 用のSDK for Python (Boto3) のクライアントを作
成します。次に、データをインポートし、キャンペーンを含むソリューションバージョンを作成してデプ
ロイし、推奨事項を取得します。

ステップ 1: Python 環境を確認する、および boto3 のクライアントを作成する

前提条件のステップを完了したら、以下の Python の例を実行して、環境が適切に設定されていることを
確認します。このコードは、このチュートリアルで使用する Amazon Personalize boto3 クライアントも作
成します。環境が正しく設定されていれば、使用可能なレシピのリストが表示され、このチュートリアル
の他の例を実行できます。

import boto3

personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.list_recipes()

for recipe in response['recipes']: 
    print (recipe)

ステップ 2: データをインポートする

Amazon Personalize のboto3 クライアントを作成して環境を確認したら、の完了時に作成した履歴データ
をインポートします開始方法の前提条件 (p. 30)。過去のデータを Amazon Personalize にインポートす
るには、次の操作を実行します。

1. 次のコードを使用して、Amazon Personalize でスキーマを作成します。getting-started-
schemaスキーマの名前に置き換えてください。

import json
schema = { 
  "type": "record", 
  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
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          "type": "long" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

create_interactions_schema_response = personalize.create_schema( 
    name='getting-started-schema', 
    schema=json.dumps(schema)
)

interactions_schema_arn = create_interactions_schema_response['schemaArn']
print(json.dumps(create_interactions_schema_response, indent=2))

2. 次のコードを使用してデータセットグループを作成します。dataset group nameデータセットグ
ループの名前に置き換えます。

response = personalize.create_dataset_group(name = 'dataset group name')
dataset_group_arn = response['datasetGroupArn']

description = personalize.describe_dataset_group(datasetGroupArn = dataset_group_arn)
['datasetGroup']

print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['datasetGroupArn'])
print('Status: ' + description['status'])

3. 次のコードを使用して、新しいデータセットグループにインタラクションデータセットを作成します。
データセットに名前を付け、schema_arndataset_group_arn前のステップのとを指定します。

response = personalize.create_dataset( 
    name = 'datase_name', 
    schemaArn = 'schema_arn', 
    datasetGroupArn = 'dataset_group_arn', 
    datasetType = 'Interactions'
)

dataset_arn = response['datasetArn']

4. 次のコードを使用してデータセットインポートジョブを使用してデータをインポートします。このコー
ドでは、describe_dataset_import_job メソッドを使用してジョブのステータスを追跡します。

パラメータとして、ジョブの名前、dataset_arn前のステップの、トレーニングデータを保存し
た Amazon S3 バケットパス (s3://bucket name/folder name/ratings.csv)、IAM サービス
ロールの ARN を渡します。このロールは、開始方法の前提条件 (p. 30)の一部として作成されまし
た。Amazon Personalize には、バケットにアクセスするための許可が必要です。Amazon Personalize 
に対する、Amazon S3 リソースへのアクセスの付与 (p. 23) を参照してください。

import time
response = personalize.create_dataset_import_job( 
    jobName = 'JobName', 
    datasetArn = 'dataset_arn', 
    dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'}, 
    roleArn = 'role_arn', 
    importMode = 'FULL'
)

dataset_interactions_import_job_arn = response['datasetImportJobArn']

description = personalize.describe_dataset_import_job( 
    datasetImportJobArn = dataset_interactions_import_job_arn)['datasetImportJob']
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print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetImportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])

max_time = time.time() + 3*60*60 # 3 hours
while time.time() < max_time: 
    describe_dataset_import_job_response = personalize.describe_dataset_import_job( 
        datasetImportJobArn = dataset_interactions_import_job_arn 
    ) 
    status = describe_dataset_import_job_response["datasetImportJob"]['status'] 
    print("Interactions DatasetImportJob: {}".format(status)) 
     
    if status == "ACTIVE" or status == "CREATE FAILED": 
        break 
         
    time.sleep(60)

ステップ 3: ソリューションを作成する

データをインポートしたら、次のようにソリューションとソリューションバージョンを作成します。ソ
リューションにはモデルをトレーニングするための設定が含まれており、ソリューションバージョンはト
レーニング済みモデルです。

1. 次のコードで新しいソリューションを作成します。パラメータとして、前のレシピの、ソリューショ
ンの名前、および User-Personalization レシピのdataset_group_arn、および User-Personalization 
のレシピの、および User-Personalization のレシピの、および User-Personalization のレシピの、およ
びarn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization User-Person 新しいソリュー
ションの ARN は、後で使用できるように保存します。

create_solution_response = personalize.create_solution( 
  name='solution name',  
  recipeArn= 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization',  
  datasetGroupArn = 'dataset group arn'
)
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']
print('solution_arn: ', solution_arn)

2. 次のコードでソリューションバージョンを作成します。solution_arn前のステップで取得したもの
をパラメータとして渡します。次のコードは、ソリューションバージョンを作成します。トレーニング
中、コードは DescribeSolutionVersion (p. 480) 操作を使用してソリューションバージョンのステータ
スを取得します。トレーニングが完了すると、メソッドは新しいソリューションバージョンの ARN を
返します。後で使用するために、これを保存します。

import time
import json

create_solution_version_response = personalize.create_solution_version( 
    solutionArn = solution_arn
)

solution_version_arn = create_solution_version_response['solutionVersionArn']
print(json.dumps(create_solution_version_response, indent=2))

max_time = time.time() + 3*60*60 # 3 hours
while time.time() < max_time: 
    describe_solution_version_response = personalize.describe_solution_version( 
        solutionVersionArn = solution_version_arn 
    ) 
    status = describe_solution_version_response["solutionVersion"]["status"] 
    print("SolutionVersion: {}".format(status)) 
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    if status == "ACTIVE" or status == "CREATE FAILED": 
        break 
         
    time.sleep(60)

ステップ 4: キャンペーンの作成

ソリューションバージョンを作成したら、Amazon Personalize のキャンペーンでそのソリューションバー
ジョンをデプロイします。次のコードを使用して、ソリューションバージョンをデプロイするキャンペー
ンを作成します。パラメータとしてsolution_version_arn、およびキャンペーンの名前を渡します。
このメソッドは、新しいキャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。後で使用するため
に、これを保存します。

response = personalize.create_campaign( 
    name = 'campaign name', 
    solutionVersionArn = 'solution version arn'
)

arn = response['campaignArn']

description = personalize.describe_campaign(campaignArn = arn)['campaign']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['campaignArn'])
print('Status: ' + description['status'])

ステップ 5: レコメンデーションを取得する

キャンペーンを作成したら、そのキャンペーンを使用して推奨事項を取得できます。次のコードは、キャ
ンペーンからレコメンデーションを取得し、各レコメンデーションアイテムの ID を印刷する方法を示して
います。前のステップで作成したキャンペーンの、前のステップで作成したキャンペーンの [ARN] を渡し
ます。ユーザ ID には、などのトレーニングデータから取得したユーザ ID123 を渡します。

response = personalizeRt.get_recommendations( 
    campaignArn = 'Campaign ARN', 
    userId = '123', 
    numResults = 10
)

print("Recommended items")
for item in response['itemList']: 
    print (item['itemId'])

Jupyter (iPython) ノートブックでの Amazon Personalize API の
開始方法
Jupyter ノートブックを使用して Amazon Personalize の使用を開始するには、Amazon Personalize サン
プルリポジトリの getting_started フォルダにある一連のノートブックのクローンを作成するかダウンロー
ドします。ノートブックでは、トレーニングデータのインポート、ソリューションの作成、キャンペーン
の作成、および Amazon Personalize を使用したレコメンデーションの取得について説明します。

Note

ノートブックを使用する前に、README.md の手順に従って環境を構築してください。

開始方法 (SDK for Java 2.x)
このチュートリアルでは、AWS SDK for Java 2.x を使用して Amazon Personalize のワークフローを最初
から最後まで完了する方法を示します。
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不要な料金が発生しないように、開始方法の演習が終了したら、「リソースのクリーンアップ (p. 75)」
の手順に従って、チュートリアルで作成したリソースを削除してください。

その他の例については、「Amazon Personalize のプロジェクトを完了する (p. 74)」を参照してくださ
い。

トピック
• 前提条件 (p. 67)
• Amazon Personalize のプロジェクトを完了する (p. 74)

前提条件
このチュートリアルを完了するための前提条件となる手順は次のとおりです。

• を完了して開始方法の前提条件 (p. 30)、必要な権限を設定し、トレーニングデータを作成します。開
始方法 (コンソール) (p. 48) または 開始方法 (AWS CLI) (p. 55) の演習で使用したのと同じソース
データを使用できます。独自のソースデータを使用する場合は、前提条件に示しているようにそのデー
タがフォーマットされていることを確認します。

• AWS SDK for Java 2.x デベロッパーガイドの AWS SDK for Java 2.x の設定の手順で指定されているよ
うに、SDK for Java 2.x 環境と AWS 認証情報を設定します。

チュートリアル
次のステップでは、Amazon Personalize パッケージを使用するようにプロジェクトを設定し、Java 2.x ク
ライアント用 Amazon Personalize SDK を作成します。次に、データをインポートし、キャンペーンを含
むソリューションバージョンを作成してデプロイし、推奨事項を取得します。

ステップ 1: Amazon Personalize のパッケージを使用するようにプロジェクトを設定する

前提条件を完了したら、Amazon Personalize の依存関係を pom.xml ファイルに追加し、Amazon 
Personalize のパッケージをインポートします。

1. 次の依存関係を pom.xml ファイルに追加します。最新のバージョン番号は、サンプルコードとは異なる
場合があります。

<dependency> 
 <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
 <artifactId>personalize</artifactId> 
 <version>2.16.83</version>
</dependency>
<dependency> 
 <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
 <artifactId>personalizeruntime</artifactId> 
 <version>2.16.83</version>
</dependency>
<dependency> 
 <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
 <artifactId>personalizeevents</artifactId> 
 <version>2.16.83</version>
</dependency>

2. プロジェクトに次のインポートステートメントを追加します。

// import client packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.PersonalizeClient;
import software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.PersonalizeRuntimeClient;
// Amazon Personalize exception package
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.PersonalizeException;
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// schema packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSchemaRequest;
// dataset group packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeDatasetGroupRequest;
// dataset packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetRequest;
// dataset import job packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetImportJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DataSource;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DatasetImportJob;
import 
 software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeDatasetImportJobRequest;
// solution packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSolutionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSolutionResponse;
// solution version packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeSolutionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSolutionVersionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSolutionVersionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeSolutionVersionRequest;
// campaign packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateCampaignRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateCampaignResponse;
// get recommendations packages
import 
 software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.GetRecommendationsRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.GetRecommendationsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.PredictedItem;
// Java time utility package
import java.time.Instant; 

ステップ 2: Amazon Personalize のクライアントを作成する

Amazon Personalize の依存関係を pom.xml ファイルに追加し、必要なパッケージをインポートした後、
次の Amazon Personalize のクライアントを作成します。

PersonalizeClient personalizeClient = PersonalizeClient.builder() 
  .region(region) 
  .build();

PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient = PersonalizeRuntimeClient.builder()  
  .region(region) 
  .build();

ステップ 3: データをインポートする

Amazon Personalize のクライアントを初期化したら、開始方法の前提条件 (p. 30) の完了時に作成した
履歴データをインポートします。過去のデータを Amazon Personalize にインポートするには、次の操作
を実行します。

1. 次の Avro スキーマを JSON ファイルとして作業ディレクトリに保存します。このスキーマは、開始方
法の前提条件 (p. 30) を完了したときに作成した CSV ファイルの列と一致します。

{ 
  "type": "record", 
  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
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          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
          "type": "long" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

2. 次の createSchema メソッドを使用して、Amazon Personalize でスキーマを作成します。パラメータ
として、Amazon Personalize のサービスクライアント、スキーマの名前、および前のステップで作成
したスキーマ JSON ファイルのファイルパスを渡します。このメソッドは、新しいスキーマの Amazon 
リソースネーム (ARN) を返します。後で使用するために、これを保存します。

    public static String createSchema(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 schemaName, String filePath) { 

        String schema = null; 
        try { 
            schema = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath))); 
        } catch (IOException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 

        try { 
            CreateSchemaRequest createSchemaRequest = CreateSchemaRequest.builder() 
                    .name(schemaName) 
                    .schema(schema) 
                    .build(); 

            String schemaArn = 
 personalizeClient.createSchema(createSchemaRequest).schemaArn(); 

            System.out.println("Schema arn: " + schemaArn); 

            return schemaArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

3. データセットグループを作成します。次の createDatasetGroup メソッドを使用して、データセッ
トグループを作成します。パラメータとして、Amazon Personalize のサービスクライアントとデータ
セットグループの名前を渡します。このメソッドは、新しいデータセットグループの ARN を返しま
す。後で使用するために、これを保存します。

    public static String createDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 datasetGroupName) { 

        try { 
            CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest = 
 CreateDatasetGroupRequest.builder() 
                    .name(datasetGroupName) 
                    .build(); 
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            return 
 personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn(); 
        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return ""; 
    }

4. Interactions データセットを作成します。次の createDataset メソッドを使用して、Interactions 
データセットを作成します。パラメータとして、Amazon Personalize のサービスクライアント、デー
タセットの名前、スキーマの ARN、データセットグループの ARN、およびデータセットタイプの
Interactions を渡します。このメソッドは、新しいデータセットの ARN を返します。後で使用する
ために、これを保存します。

    public static String createDataset(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                       String datasetName, 
                                       String datasetGroupArn, 
                                       String datasetType, 
                                       String schemaArn) { 
        try { 
            CreateDatasetRequest request = CreateDatasetRequest.builder() 
                .name(datasetName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .datasetType(datasetType) 
                .schemaArn(schemaArn) 
                .build(); 

            String datasetArn = personalizeClient.createDataset(request) 
                .datasetArn(); 
            System.out.println("Dataset " + datasetName + " created."); 
            return datasetArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

5. データセットのインポートジョブを使用してデータをインポートします。次の
createPersonalizeDatasetImportJob メソッドを使用して、データセットのインポートジョブを
作成します。

パラメータとして、Amazon Personalize のサービスクライアント、ジョブの名前、Interactions デー
タセットの ARN、トレーニングデータを保存した Amazon S3 バケットパス ()、トレーニングデータ
を保存した Amazon S3 バケットパス ()、トレーニングデータを保存した Amazon S3 バケットパス 
(s3://bucket name/folder name/ratings.csv)、トレーニングデータを保存した Amazon S3 
バケットパス ()、トレーニングデータを保存した Amazon S3 バケットパス ()、トレーニングデータを
保存した Amazon S3 バケットパス ()、トレーニングデータを保存した Amazon S3 バケットパス (開
始方法の前提条件 (p. 30))、トレーニングデータを保存した Amazon S3 バケットパス このメソッド
は、データセットのインポートジョブの ARN を返します。オプションで、後で使用するために保存し
ます。

    public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient 
 personalizeClient, 
                                                           String jobName, 
                                                           String datasetArn, 
                                                           String s3BucketPath, 
                                                           String roleArn) { 

        long waitInMilliseconds = 60 * 1000; 
        String status; 
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        String datasetImportJobArn; 

        try { 
            DataSource importDataSource = DataSource.builder() 
                    .dataLocation(s3BucketPath) 
                    .build(); 

            CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest = 
 CreateDatasetImportJobRequest.builder() 
                    .datasetArn(datasetArn) 
                    .dataSource(importDataSource) 
                    .jobName(jobName) 
                    .roleArn(roleArn) 
                    .build(); 

            datasetImportJobArn = 
 personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest) 
                    .datasetImportJobArn(); 
            DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest = 
 DescribeDatasetImportJobRequest.builder() 
                    .datasetImportJobArn(datasetImportJobArn) 
                    .build(); 

            long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

            while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient 
                        .describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest) 
                        .datasetImportJob(); 

                status = datasetImportJob.status(); 
                System.out.println("Dataset import job status: " + status); 

                if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
                    break; 
                } 
                try { 
                    Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 
            return datasetImportJobArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return ""; 
    }

ステップ 4: ソリューションを作成する

データをインポートしたら、次のようにソリューションとソリューションバージョンを作成します。ソ
リューションにはモデルをトレーニングするための設定が含まれており、ソリューションバージョンはト
レーニング済みモデルです。

1. 次の createPersonalizeSolution メソッドで新しいソリューションを作成します。パラ
メータとして、Amazon Personalize のサービスクライアント、データセットグループの Amazon 
リソースネーム (ARN)、ソリューションの名前、および User-Personalization レシピの ARN 
(arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization) を渡します。このメソッド
は、新しいソリューションの ARN を返します。後で使用するために、これを保存します。
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    public static String createPersonalizeSolution(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                                 String datasetGroupArn, 
                                                 String solutionName, 
                                                 String recipeArn) { 

        try { 
            CreateSolutionRequest solutionRequest = CreateSolutionRequest.builder() 
                .name(solutionName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .recipeArn(recipeArn) 
                .build(); 

            CreateSolutionResponse solutionResponse = 
 personalizeClient.createSolution(solutionRequest); 
            return solutionResponse.solutionArn(); 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

2. 次の createPersonalizeSolutionVersion メソッドでソリューションバージョンを作成します。
前のステップのソリューションの ARN をパラメータとして渡します。次のコードを実行すると、最初
にソリューションの準備ができているかどうかを確認してから、ソリューションバージョンを作成しま
す。トレーニング中、コードは DescribeSolutionVersion (p. 480) 操作を使用してソリューションバー
ジョンのステータスを取得します。トレーニングが完了すると、メソッドは新しいソリューションバー
ジョンの ARN を返します。後で使用するために、これを保存します。

    public static String createPersonalizeSolutionVersion(PersonalizeClient 
 personalizeClient, String solutionArn) { 
        long maxTime = 0; 
        long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds 
        String solutionStatus = ""; 
        String solutionVersionStatus = ""; 
        String solutionVersionArn = ""; 

        try { 
            DescribeSolutionRequest describeSolutionRequest = 
 DescribeSolutionRequest.builder() 
                .solutionArn(solutionArn) 
                .build(); 
             
            maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

            // Wait until solution is active.  
            while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                solutionStatus = 
 personalizeClient.describeSolution(describeSolutionRequest).solution().status(); 
                System.out.println("Solution status: " + solutionStatus); 

                if (solutionStatus.equals("ACTIVE") || solutionStatus.equals("CREATE 
 FAILED")) { 
                    break; 
                } 
                try { 
                    Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 
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            if (solutionStatus.equals("ACTIVE")) { 

                CreateSolutionVersionRequest createSolutionVersionRequest = 
 CreateSolutionVersionRequest.builder() 
                    .solutionArn(solutionArn) 
                    .build(); 

                CreateSolutionVersionResponse createSolutionVersionResponse = 
 personalizeClient.createSolutionVersion(createSolutionVersionRequest); 
                solutionVersionArn = createSolutionVersionResponse.solutionVersionArn(); 

                System.out.println("Solution version ARN: " + solutionVersionArn); 

                DescribeSolutionVersionRequest describeSolutionVersionRequest = 
 DescribeSolutionVersionRequest.builder() 
                    .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
                    .build(); 

                while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                    solutionVersionStatus = 
 personalizeClient.describeSolutionVersion(describeSolutionVersionRequest).solutionVersion().status(); 
                    System.out.println("Solution version status: " + 
 solutionVersionStatus); 

                    if (solutionVersionStatus.equals("ACTIVE") || 
 solutionVersionStatus.equals("CREATE FAILED")) { 
                        break; 
                    } 
                    try { 
                        Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                    } catch (InterruptedException e) { 
                        System.out.println(e.getMessage()); 
                    } 
                } 
                return solutionVersionArn; 
            } 
        } catch(PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

詳細については、「ソリューションとソリューションバージョンの作成 (p. 196)」を参照してください。
ソリューションバージョンを作成したら、先に進む前にそのパフォーマンスを評価できます。詳細につい
ては、「メトリクスを使用してソリューションバージョンを評価する (p. 215)」を参照してください。

ステップ 5: キャンペーンを作成する

ソリューションバージョンをトレーニングして評価した後、Amazon Personalize キャンペーンでそれをデ
プロイします。次の createPersonalCampaign メソッドを使用して、ソリューションバージョンをデ
プロイします。パラメータとして、Amazon Personalize のサービスクライアント、前のステップで作成し
たソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)、およびキャンペーンの名前を渡します。
このメソッドは、新しいキャンペーンの ARN を返します。後で使用するために、これを保存します。

public static String createPersonalCompaign(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 solutionVersionArn, String name) { 

    try { 
        CreateCampaignRequest createCampaignRequest = CreateCampaignRequest.builder() 
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            .minProvisionedTPS(1) 
            .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
            .name(name) 
            .build(); 

        CreateCampaignResponse campaignResponse = 
 personalizeClient.createCampaign(createCampaignRequest); 
        System.out.println("The campaign ARN is "+campaignResponse.campaignArn()); 
        return campaignResponse.campaignArn(); 

    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
    }
}

Amazon Personalize のキャンペーンの詳細については、「キャンペーンの作成 (p. 221)」を参照してく
ださい。

ステップ 6: レコメンデーションを取得する

キャンペーンを作成したら、そのキャンペーンを使用してレコメンデーションを取得します。次の
getRecs メソッドを使用して、ユーザー向けのレコメンデーションを取得します。パラメータとし
て、Amazon Personalize のランタイムクライアント、前のステップで作成したキャンペーンの Amazon 
リソースネーム (ARN)、およびインポートした履歴データからのユーザー ID (例: 123) を渡します。この
メソッドは、推奨アイテムのリストを画面に出力します。

    public static void getRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient, String 
 campaignArn, String userId){ 

        try { 
            GetRecommendationsRequest recommendationsRequest = 
 GetRecommendationsRequest.builder() 
                .campaignArn(campaignArn) 
                .numResults(20) 
                .userId(userId) 
                .build(); 

            GetRecommendationsResponse recommendationsResponse = 
 personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest); 
            List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList(); 
            for (PredictedItem item: items) { 
                System.out.println("Item Id is : "+item.itemId()); 
                System.out.println("Item score is : "+item.score()); 
            } 

        } catch (AwsServiceException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon Personalize のプロジェクトを完了する
SDK for Java 2.x を使用して Amazon Personalize all-in-one のワークフローを完了する方法を示すプロ
ジェクトについては、次の「Amazon Personalize-Java 2.x」を参照してください GitHub。このプロジェク
トには、異なるレシピを使用した複数のソリューションバージョンのトレーニング、 PutEvents および操
作に関するイベントの記録が含まれます。

その他の例については、AWS SDK サンプルリポジトリの personalize フォルダにあるコードを参照してく
ださい。
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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 Personalize 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、DeleteCampaign (p. 428) API を使用して
キャンペーンを削除します。

ステータスが CREATE PENDING または IN PROGRESS のリソースを削除することはできません。リ
ソースのステータスは ACTIVE または CREATE 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: DescribeCampaign (p. 452)) 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 (ratings.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。

トピック
• ドメインベースのリソースのクリーンアップ  (p. 75)
• カスタムリソースのクリーンアップ (p. 75)

ドメインベースのリソースのクリーンアップ
ドメインデータセットグループを作成した場合は、次のようにリソースを削除します。

削除するリソース 最初にこれを削除します メモ

Recommender (p. 650)    

DatasetImportJob (p. 608)   削除できません。

Dataset (p. 596)   関連付け済み DatasetImportJobs
は、CREATE PENDING または IN 
PROGRESS のステータスを持つことはで
きません。

関連付け済み Recommenders
は、CREATE PENDING または IN 
PROGRESS のステータスを持つことはで
きません。

DatasetSchema (p. 613) スキーマを参照するすべて
のデータセット。

 

DatasetGroup (p. 604) 関連するすべてのレコメン
ダー

データセットグループのす
べてのデータセット。

カスタムリソースのクリーンアップ
カスタムデータセットグループを作成した場合は、次のようにリソースを削除します。
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削除するリソース 最初にこれを削除します メモ

Campaign (p. 587)    

DatasetImportJob (p. 608)   削除できません。

EventTracker (p. 624)   イベントトラッカーに関連付けられたイベ
ントインタラクションデータセットは削除
されず、引き続きソリューションバージョ
ンによって使用されます。

Dataset (p. 596)   関連付け済み DatasetImportJob
は、CREATE PENDING または IN 
PROGRESS のステータスを持つことはで
きません。

関連付け済み SolutionVersion
は、CREATE PENDING または IN 
PROGRESS のステータスを持つことはで
きません。

DatasetSchema (p. 613) スキーマを参照するすべて
のデータセット。

 

Solution (p. 659) ソリューションバージョン
に基づくすべてのキャン
ペーン。

関連付け済み SolutionVersion
は、CREATE PENDING または IN 
PROGRESS のステータスを持つことはで
きません。

SolutionVersion (p. 666)   関連付けられた Solution が削除されたと
きに削除されます。

DatasetGroup (p. 604) すべての関連付けられたイ
ベントトラッカー。

すべての関連付けられたソ
リューション。

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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データセットとスキーマ
Amazon Personalize のデータセットは、データのコンテナです。データセットには次の 3 つのタイプがあ
ります。

• Users (p. 13) – このデータセットには、ユーザーに関するメタデータが保存されます。これには、年
齢、性別、ロイヤリティメンバーシップなど、パーソナライゼーションシステムで重要なシグナルとな
り得る情報が含まれます。

• Items (p. 14) – このデータセットは、アイテムに関するメタデータを保存します。これには、価
格、SKU タイプ、在庫状況などの情報が含まれます。

• Interactions (p. 10) – このデータセットは、ユーザーとアイテム間のインタラクションからの履歴デー
タとリアルタイムデータを保存します。Amazon Personalize では、インタラクションは、記録してか
らトレーニングデータとしてインポートするイベントです。ドメインデータセットグループとカスタム
データセットグループの両方については、少なくとも Interactions データセットを作成する必要があり
ます。

すべてのユースケース（ドメインデータセットグループ）とレシピ（カスタムデータセットグループ）に
ついて、インタラクションデータには次のものが必要です。

• カタログ内のアイテムを操作するユーザーからの最低1000件のインタラクションレコード。これらのイ
ンタラクションは、一括インポート、ストリーミングイベント、あるいはその両方からのものである可
能性があります。

• 25以上のユニークユーザーIDで、それぞれに少なくとも2回のインタラクションがある。

質の高いレコメンデーションについては、少なくとも1,000人のユーザーから少なくとも50,000回のインタ
ラクションを行い、それぞれ2回以上のインタラクションを行うことをお勧めします。

ドメインデータセットグループとカスタムデータセットグループは、各タイプのデータセットを 1 つだけ
持つことができます。データセットを作成する前に、そのデータセットのスキーマを定義します。スキー
マは、Amazon Personalize にデータの構造を知らせ、Amazon Personalize がデータを解析できるように
します。スキーマには名前キーがあり、その値はデータセットタイプと一致する必要があります。スキー
マを作成した後は、スキーマに変更を加えることはできなくなります。

ドメインデータセットグループについては、各データセットタイプには、必須フィールドと予約済みキー
ワードを含むデフォルトのスキーマがあります。データセットを作成するたびに、既存のドメインスキー
マを使用するか、既存のデフォルトスキーマを変更して新しいドメインスキーマを作成できます。ドメ
インにインポートするデータのガイドとして、デフォルトのスキーマを使用します。スキーマを定義して
データセットを作成すると、スキーマに変更を加えることはできなくなります。

データを一括インポートする場合、データはカンマ区切り値 (CSV) 形式で保存する必要があります。CSV 
ファイルの最初の行には、スキーマと一致する列ヘッダーが含まれている必要があります。

トピック
• スキーマ形式の要件 (p. 77)
• ドメインデータセットとスキーマ (p. 78)
• カスタムデータセットとスキーマ (p. 90)

スキーマ形式の要件
ドメインデータセットグループまたはカスタムデータセットグループのいずれかのデータセットのスキー
マを作成するときは、次のガイドラインに従う必要があります。
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• スキーマは Avro 形式で定義する必要があります。サポートされている Avro データ型については、「ス
キーマのデータ型 (p. 78)」を参照してください。

• スキーマフィールドは任意の順序で表示できますが、CSV ファイル内の対応する列ヘッダーの順序と一
致する必要があります。

• 必須フィールドを必須データ型として定義する必要があります。categorical予約済みカテゴリ文字
列フィールドはに設定されている必要がありますがtrue、予約済み文字列フィールドはカテゴリに設定
できません。キーワードをデータに含めることはできません。ドメインデータセットグループのデータ
セットには、ドメインとデータセットタイプの両方に基づく追加要件があります。カスタムデータセッ
トグループのデータセットには、タイプに応じて追加の要件があります。

• スキーマは、ネストされた構造のないフラットな JSON ファイルである必要があります。例えば、
フィールドを複数のサブフィールドの親にすることはできません。

• スキーマフィールドには一意の英数字名が必要です。例えば、GENRES_FIELD_1 フィールドと
GENRESFIELD1 フィールドの両方を追加することはできません。

• Amazon Personalize のスキーマは、配列
• カテゴリメタデータやインプレッションデータなど、複数の値を持つフィールドについては、データ型

の文字列を使用し、バーティカルバー (「|」) の文字を使用して各値を区切ります。カテゴリフィールド
の場合は、を追加します"categorical": true。

スキーマのデータ型
Amazon Personalize のスキーマは、フィールド向けに次の Avro タイプをサポートします。

• フロート
• double
• int
• long
• string
• ブール値 (値 true および false は、データでは小文字である必要があります)
• null

一部の必須フィールドと予約フィールドは NULL データをサポートしています。フィールドにnullタ
イプを追加すると、不完全なデータ (例えば、空白の値を持つメタデータ) を使用して、レコメンデー
ションを生成できます。NULL データをサポートするフィールドについては、ドメインデータセットと
スキーマ (p. 78)またはを参照してくださいカスタムデータセットとスキーマ (p. 90)。次の例で
は、GENDER フィールドに null タイプを追加する方法を示します。

{ 
  "name": "GENDER", 
  "type": [ 
    "null", 
    "string" 
  ], 
  "categorical": true
}

ドメインデータセットとスキーマ
ドメインデータセットグループを作成する場合、選択したドメインによってデータセットとスキーマの要
件が決まります。各ドメインには、各データセットタイプについてデフォルトのスキーマがあります。
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データセットを作成する場合、デフォルトスキーマを使用するか、デフォルトスキーマに基づいて新しい
スキーマを作成できます。収集して各データセットタイプにインポートするデータに関するガイドとし
て、デフォルトのスキーマを使用します。次のトピックでは、各ドメインのデータセットとスキーマの要
件について説明します。

Amazon Personalize にインポートできるデータの種類について説明しますAmazon Personalize にイン
ポートできるデータの種類 (p. 10)。

書式設定要件や使用可能なフィールドデータ型など、Amazon Personalize スキーマの一般的な要件につい
ては、「」を参照してください。データセットとスキーマ (p. 77)。これらの要件は、ドメインに関係な
く、すべてのスキーマに適用されます。

トピック
• VIDEO_ON_DEMAND データセットとスキーマ (p. 79)
• ECOMMERCE データセットとスキーマ (p. 84)

VIDEO_ON_DEMAND データセットとスキーマ
VIDEO_ON_DEMAND ドメイン用にドメインデータセットグループを作成する場合、各データセット
タイプには、VIDEO_ON_DEMAND 固有の一連の必須フィールドおよび推奨フィールドを含むデフォ
ルトのスキーマがあります。デフォルトスキーマを使用するか、デフォルトスキーマに基づいて新し
いスキーマを作成できます。インポートするデータは、形式とタイプがスキーマと一致している必要が
あります。以下のセクションにリストされているデフォルトのドメインスキーマをガイドとして使用し
て、VIDEO_ON_DEMAND ベースのレコメンダーを作成するためにインポートするデータを決定します。

フィールドは自由に追加できます。フィールドが必須または予約としてリストされておらず、データタイ
プがリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、フィールド名とデータタイプは自由です。

フォーマット要件や使用可能なフィールドデータ型など、Amazon Personalize スキーマの一般的な要件に
ついては、を参照してくださいデータセットとスキーマ (p. 77)。これらの要件は、ドメインに関係な
く、すべてのスキーマに適用されます。

次のトピックでは、VIDEO_ON_DEMAND ドメインの各データセットの必須フィールドと推奨フィー
ルドに関する情報を提供します。各データセットのセクションには、JSON 形式のデフォルトの 
VIDEO_ON_DEMAND スキーマが含まれています。

トピック
• VIDEO_ON_DEMAND ドメインデータセットとスキーマの要件 (p. 79)
• Interactions データセットの要件 (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン) (p. 80)
• Users データセットの要件 (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン) (p. 81)
• Items データセットの要件 (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン) (p. 83)

VIDEO_ON_DEMAND ドメインデータセットとスキーマの要件
各データセットタイプには、次の必須フィールドと予約済みキーワードがあります。予約済みのキーワー
ドはオプションの非メタデータフィールドです。これらのフィールドは、使用時に必須のデータ型として
フィールドを定義する必要があるため、予約済みとみなされます。categorical予約済みカテゴリ文字列
フィールドはに設定されている必要がありますがtrue、予約済み文字列フィールドはカテゴリに設定でき
ません。キーワードをデータに含めることはできません。

データセットタイプ 必須フィールド 予約キーワード

Interactions (デフォルトのスキー
マ (p. 81))

USER_ID (string) EVENT_VALUE (float、null)
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データセットタイプ 必須フィールド 予約キーワード
ITEM_ID (string)

TIMESTAMP (long)

EVENT_TYPE (string、ならび
にユースケース (p. 97)に応じ
て、Watch および Click イベン
トタイプ)

IMPRESSION (string)

RECOMMENDATION_ID 
(string、null)

イベント_アトリビューション_
ソース (string,null)

ユーザー (デフォルトのスキー
マ (p. 82))

USER_ID (string)

1 つのメタデータフィールド (カ
テゴリ string または数値)

サブスクリプションモデル (カテ
ゴリstring)

アイテム (デフォルトのスキー
マ (p. 84))

ITEM_ID (string)

CREATION_TIMESTAMP (long)

GENRES (カテゴリ string)

PRICE (float、null)

DURATION (float、null)

GENRE_L2 (カテゴリ string)

GENRE_L3 (カテゴリ string)

AVERAGE_RATING 
(float、null)

PRODUCT_DESCRIPTION 
(textual)

CONTENT_OWNER (カテゴリ
string)

CONTENT_CLASSIFICATION 
(カテゴリ string)

Interactions データセットの要件 (VIDEO_ON_DEMAND ドメイ
ン)
Interactions データセットは、ユーザーとアイテム間のインタラクションからの履歴データとリアルタイム
データを VIDEO_ON_DEMAND カタログに保存します。Interactions データセットに保存できるデータの
種類の詳細については、「インタラクションデータ (p. 10)」を参照してください。

すべてのユースケースについて Interactions データセットが必要であり、スキーマには次のフィールドが
必要です。

• USER_ID (string)
• ITEM_ID string
• TIMESTAMP (long)
• EVENT_TYPE (string、ならびにユースケース (p. 97)に応じて、Watch および Click イベントタ

イプ)

スキーマには、次の予約済みキーワードを含めることもできます。

• EVENT_VALUE (float、null)
• インプレッション (string,null)
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• RECOMMENDATION_ID (string、null)

ユースケースとデータに応じて、さらにフィールドを追加できます。フィールドが必須または予約とし
てリストされておらず、データタイプがリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、フィール
ド名とデータタイプは自由です。VIDEO_ON_DEMAND ドメインの Interactions データセットのデフォ
ルトスキーマの例については、「デフォルトのインタラクションスキーマ (VIDEO_ON_DEMAND ドメイ
ン) (p. 81)」を参照してください。

視聴した動画の割合 (%) など、イベントに関する値のデータがある場合は、オプションで予約済みキー
ワード EVENT_VALUE を追加します。明示的および暗黙的なインプレッションデータを含める場合は、
オプションで予約済みキーワード IMPRESSION を追加します。インプレッションデータの記録の詳細に
ついては、「インプレッションデータ (p. 12)」を参照してください。

Interactions データセットに追加できるオプションのメタデータフィールドの最大合計数は、データ内の個
別のイベントタイプの合計数と合わせて 10 です。このカウントに含まれるメタデータフィールドは、ス
キーマに追加するカスタムメタデータフィールドとともに、EVENT_TYPE、EVENT_VALUE フィールド
です。IMPRESSION などの予約済みフィールドを除くメタデータフィールドの最大数は 5 です。カテゴ
リ値には、最大 1000 文字を使用できます。1000 を超えるカテゴリ値とのインタラクションがある場合、
データセットのインポートジョブは失敗します。

VIDEO_ON_DEMAND ドメインの Interactions データセットの最小要件と最大データ制限の詳細について
は、「Service Quotas (p. 366)」を参照してください。フォーマット要件や使用可能なフィールドデータ
型など、Amazon Personalize スキーマの一般的な要件については、を参照してくださいデータセットとス
キーマ (p. 77)。これらの要件は、ドメインに関係なく、すべてのスキーマに適用されます。

デフォルトのインタラクションスキーマ (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン)

Interactions データセットのデフォルトの VIDEO_ON_DEMAND ドメインスキーマを次に示します。

{ 

  "type": "record", 
  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "EVENT_TYPE", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
          "type": "long" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

Users データセットの要件 (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン)
Users データセットには、ユーザーに関するメタデータが保存されます。これには、各アイテムの年齢、
性別、ロイヤルティメンバーシップなどの情報が含まれる場合があります。Amazon Personalize にイン
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ポートできるユーザーデータの種類については、「」を参照してくださいユーザーデータ (p. 13)。フォー
マット要件や使用可能なフィールドデータ型など、Amazon Personalize スキーマの一般的な要件について
は、を参照してくださいデータセットとスキーマ (p. 77)。これらの要件は、ドメインに関係なく、すべ
てのスキーマに適用されます。

VIDE_ON_DEMAND ユースケースについて、Users データセットはオプションです。ユーザーデータが
ある場合は、最も関連性の高いレコメンデーションを取得するために当該データを作成することをお勧め
します。Users データセットを作成する場合、スキーマには次のフィールドが含まれている必要がありま
す。

• USER_ID
• 1 つのメタデータフィールド (カテゴリ string または数値)

ユースケースとデータに応じて、さらにフィールドを追加できます。フィールドが必須または予約として
リストされておらず、データタイプがリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、フィールド名
とデータタイプは自由です。VIDEO_ON_DEMAND ドメインの Users データセットのデフォルトスキーマ
の例については、「デフォルトのユーザースキーマ (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン) (p. 82)」を参照
してください。

デフォルトのスキーマには SUBSCRIPTION_MODEL フィールドが含まれています。このフィールドはオプ
ションの予約済みキーワードであり、カテゴリが true に設定された string のタイプである必要があり
ます。最良のレコメンデーションを取得するには、データ内の各ユーザーに関するサブスクリプションモ
デル情報がある場合は、このフィールドをスキーマに保持することをお勧めします。インポートするデー
タは、スキーマと一致している必要があります。

カテゴリデータを使用する

カテゴリデータを使用するには、タイプ string のフィールドを追加し、スキーマでフィールドのカテゴ
リ属性を true に設定します。その後、カテゴリデータをバルク CSV ファイルと個々のアイテムインポー
トに含めます。複数のカテゴリを持つユーザーについては、バーティカルバー「|」を使用して各値を区切
ります。例えば、SUBSCRIP_MODEL フィールドについて、ユーザーのデータは「学生|月額」である場
合があります。

カテゴリ値には、最大 1000 文字を使用できます。1000 文字を超えるカテゴリ値を持つユーザーがいる場
合、データセットのインポートジョブは失敗します。

デフォルトのユーザースキーマ (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン)

Users データセットのデフォルトの VIDEO_ON_DEMAND ドメインスキーマを次に示します。

{ 

  "type": "record", 
  "name": "Users", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "SUBSCRIPTION_MODEL", 
          "type": "string", 
          "categorical": true 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}
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Items データセットの要件 (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン)
アイテムデータセットには、カタログ内のアイテムに関するメタデータが格納されます。これには、各ア
イテムについての料金、ジャンル、利用可否などの情報が含まれる場合があります。Amazon Personalize 
にインポートできるアイテムデータの種類については、「」を参照してくださいアイテムデータ (p. 14)。
フォーマット要件や使用可能なフィールドデータ型など、Amazon Personalize スキーマの一般的な要件に
ついては、を参照してくださいデータセットとスキーマ (p. 77)。これらの要件は、ドメインに関係な
く、すべてのスキーマに適用されます。

一部のユースケースでは、Items データセットが必要です (「」を参照VIDEO_ON_DEMAND ユースケー
ス (p. 97))。オプションである場合でも、最も関連性の高いレコメンデーションを取得するために当
該セクションを作成することをお勧めします。Items データセットを作成する場合、スキーマには次の
フィールドが含まれている必要があります。

• ITEM_ID
• GENRES (カテゴリ string)
• CREATION_TIMESTAMP (Unix エポック時間形式)

スキーマには、次の予約済みキーワードを含めることもできます。

• PRICE (浮動小数点)
• DURATION (浮動小数点)
• GENRE_L2 (カテゴリ string)
• GENRE_L3 (カテゴリ string)
• AVERAGE_RATING (float)
• PRODUCT_DESCRIPTION (textual)
• CONTENT_OWNER (カテゴリstring): 動画を所有している会社。たとえば、HBO、パラマウン

ト、NBC などの値を指定できます。
• CONTENT_CLASSIFICATED (カテゴリstring): コンテンツの評価。たとえば、値が 

G、PG、PG-13、R、NC-17、および未評価である場合があります。

最良のレコメンデーションを取得するには、これらのフィールドをデータと同じ数だけスキーマに保持す
ることをお勧めします。インポートするデータは、スキーマと一致している必要があります。メタデー
タ列の最大数は 50 です。ユースケースとデータに応じて、さらにフィールドを追加できます。フィール
ドが必須または予約としてリストされておらず、データタイプがリストされている限りスキーマのデータ
型 (p. 78)、フィールド名とデータタイプは自由です。

複数のレベルを持つアイテムには、予約済みキーワード G2 および GENE_L2 および GENE_L2 および 
GENE_L2 および GENE_L2 および GENE_L 詳細については、「カテゴリデータを使用する (p. 83)」
を参照してください。テキストおよびカテゴリのメタデータについては、「アイテムデータ (p. 14)」を参
照してください。ECOMMERCE ドメインの Items データセットのデフォルトスキーマの例については、
「デフォルトのアイテムスキーマ (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン) (p. 84)」を参照してください。

カテゴリデータを使用する
カテゴリデータを使用するには、タイプ string のフィールドを追加し、スキーマでフィールドのカテゴ
リ属性を true に設定します。その後、カテゴリデータをバルク CSV ファイルと個々のアイテムインポー
トに含めます。カテゴリ値には、最大 1000 文字を使用できます。1000 文字を超えるカテゴリ値を持つア
イテムがある場合、データセットのインポートジョブは失敗します。

複数のカテゴリを持つアイテムについては、各値をバーティカルバー「|」で区切ります。例え
ば、GENES フィールドについて、アイテムのデータは次のようになりますAction|Crime|Biopic。複
数のレベルのカテゴリデータがあり、各レベル用にフィールドを追加し、各フィールド名の後にレベルイ
ンジケータを追加します。各フィールド名の後にレベルインジケータを追加します。各フィールド名の後
にレベルインジケータを追加します。これにより、アイテムが複数のレベルカテゴリに属している場合で
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も、サブカテゴリに基づいてレコメンデーションを絞り込むことができます。たとえば、動画にはカテゴ
リレベルごとに次のデータが含まれている場合があります。

• ジャンル:アクション|アドベンチャー
• ジャンル_L2: 犯罪|西部劇
• ジャンル_3: バイオピック

この例では、動画はアクション > 犯罪 > バイオピックヒエラルキー、アドベンチャー > ウエスタン > バイ
オピックヒエラルキーになっています。L3 までしか使用しないことをお勧めしますが、必要に応じてさら
に多くのレベルを使用することもできます。フィルターを作成および使用する方法については、「」を参
照してくださいレコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (p. 288)。

デフォルトのアイテムスキーマ (VIDEO_ON_DEMAND ドメイン)
VIDEO_ON_DEMAND ドメインの Items データセットのデフォルトスキーマを次に示します。

{ 
  "type": "record", 
  "name": "Items", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
    { 
      "name": "ITEM_ID", 
      "type": "string" 
    }, 
    { 
      "name": "GENRES_L1", 
      "type": [ 
        "string" 
      ], 
      "categorical": true 
    }, 
    { 
      "name": "CREATION_TIMESTAMP", 
      "type": "long" 
    } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

ECOMMERCE データセットとスキーマ
ECOMMERCE ドメイン用にドメインデータセットグループを作成する場合、各データセットタイプに
は、ECOMMERCE 固有の一連の必須フィールドおよび推奨フィールドを含むデフォルトのスキーマがあ
ります。デフォルトスキーマを使用するか、デフォルトスキーマに基づいて新しいスキーマを作成できま
す。インポートするデータは、形式とタイプがスキーマと一致している必要があります。以下のセクショ
ンにリストされているデフォルトのドメインスキーマをガイドとして使用して、ECOMMERCE ベースの
レコメンダーを作成するためにインポートするデータを決定します。

フィールドは自由に追加できます。フィールドが必須または予約としてリストされておらず、データタイ
プがリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、フィールド名とデータタイプは自由です。

フォーマット要件や使用可能なフィールドデータ型など、Amazon Personalize スキーマの一般的な要件に
ついては、を参照してくださいデータセットとスキーマ (p. 77)。これらの要件は、ドメインに関係な
く、すべてのスキーマに適用されます。

次のトピックでは、ECOMMERCE ドメインの各データセットの必須フィールドと推奨フィールドに関す
る情報を提供します。各データセットのセクションには、JSON 形式のデフォルトの ECOMMERCE ス
キーマが含まれています。
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トピック
• ECOMMERCE ドメインのデータセットとスキーマの要件 (p. 85)
• Interactions データセットの要件 (ECOMMERCE ドメイン) (p. 85)
• Users データセットの要件 (ECOMMERCE ドメイン) (p. 87)
• Items データセットの要件 (ECOMMERCE ドメイン) (p. 88)

ECOMMERCE ドメインのデータセットとスキーマの要件
各データセットタイプには、次の必須フィールドと予約済みキーワードがあります。予約済みのキーワー
ドはオプションの非メタデータフィールドです。これらのフィールドは、使用時に必須のデータ型として
フィールドを定義する必要があるため、予約済みとみなされます。categorical予約済みカテゴリ文字列
フィールドはに設定されている必要がありますがtrue、予約済み文字列フィールドはカテゴリに設定でき
ません。キーワードをデータに含めることはできません。

データセットタイプ 必須フィールド 予約キーワード

Interactions (デフォルトのスキー
マ (p. 86))

USER_ID (string)

ITEM_ID (string)

TIMESTAMP (long)

EVENT_TYPE (string、ならび
にユースケース (p. 97)に応じ
て、Purchase および View イ
ベントタイプ)

EVENT_VALUE (float、null)

IMPRESSION (string)

RECOMMENDATION_ID 
(string、null)

イベント_アトリビューション_
ソース (string,null)

ユーザー (デフォルトのスキー
マ (p. 87))

USER_ID (string)

1 つのメタデータフィールド (カ
テゴリ string または数値)

アイテム (デフォルトのスキー
マ (p. 89))

ITEM_ID (string)

料金 (float)

CATEGORY_L1 (カテゴリ
string)

CATEGORY_L2 (カテゴリ
string)

CATEGORY_L3 (カテゴリ
string)

PRODUCT_DESCRIPTION 
(textual)

CREATION_TIMESTAMP (long)

AGE_GROUP (カテゴリ
string)

ADULT (カテゴリ string)

GENDER (カテゴリ string)

Interactions データセットの要件 (ECOMMERCE ドメイン)
Interactions データセットは、ユーザーとアイテム間のインタラクションからの履歴データとリアルタイム
データを ECOMMERCE カタログに保存します。Interactions データセットに保存できるデータの種類の
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詳細については、「インタラクションデータ (p. 10)」を参照してください。フォーマット要件や使用可能
なフィールドデータ型など、Amazon Personalize スキーマの一般的な要件については、を参照してくださ
いデータセットとスキーマ (p. 77)。これらの要件は、ドメインに関係なく、すべてのスキーマに適用さ
れます。

少なくとも Interactions データセットを作成する必要があり、スキーマには次のフィールドが必要です。

• USER_ID (string)
• ITEM_ID string
• TIMESTAMP (long)
• EVENT_TYPE (string、ならびにユースケース (p. 97)に応じて、Purchase および View イベント

タイプ)

スキーマには、次の予約済みキーワードを含めることもできます。

• EVENT_VALUE (float、null)
• インプレッション (string,null)
• RECOMMENDATION_ID (string、null)

インポートするデータは、スキーマと一致している必要があります。ユースケースとデータに応じて、
自由にフィールドを追加できます。フィールドが必須または予約としてリストされておらず、データ
タイプがリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、フィールド名とデータタイプは自由で
す。ECOMMERCE ドメインの Interactions データセットのデフォルトスキーマの例については、「デフォ
ルトのインタラクションスキーマ (ECOMMERCE ドメイン) (p. 86)」を参照してください。

イベントに関する値のデータがある場合は、オプションで予約済みキーワード EVENT_VALUE を追加し
ます。明示的および暗黙的なインプレッションデータを含める場合は、オプションで予約済みキーワード 
IMPRESSION を追加します。インプレッションデータの記録の詳細については、「インプレッションデー
タ (p. 12)」を参照してください。

Interactions データセットに追加できるオプションのメタデータフィールドの最大合計数は、データ内の個
別のイベントタイプの合計数と合わせて 10 です。このカウントに含まれるメタデータフィールドは、ス
キーマに追加するカスタムメタデータフィールドとともに、EVENT_TYPE、EVENT_VALUE フィールド
です。IMPRESSION などの予約済みフィールドを除くメタデータフィールドの最大数は 5 です。カテゴ
リ値には、最大 1000 文字を使用できます。1000 を超えるカテゴリ値とのインタラクションがある場合、
データセットのインポートジョブは失敗します。

ECOMMERCE ドメインの Interactions データセットの最小要件と最大データ制限の詳細については、
「Service Quotas (p. 366)」を参照してください。

デフォルトのインタラクションスキーマ (ECOMMERCE ドメイン)

Interactions データセットのデフォルトの ECOMMERCE ドメインスキーマを次に示します。

{ 

  "type": "record", 
  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
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          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "EVENT_TYPE", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
          "type": "long" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

Users データセットの要件 (ECOMMERCE ドメイン)
Users データセットには、ユーザーに関するメタデータが保存されます。これには、各ユーザーについて
の年齢、性別、ロイヤルティメンバーシップなどの情報が含まれる場合があります。Amazon Personalize 
にインポートできるユーザーデータの種類の詳細については、「」を参照してくださいユーザーデー
タ (p. 13)。フォーマット要件や使用可能なフィールドデータ型など、Amazon Personalize スキーマの一般
的な要件については、を参照してくださいデータセットとスキーマ (p. 77)。これらの要件は、ドメイン
に関係なく、すべてのスキーマに適用されます。

ユーザーデータセットは、すべての E コマースのユースケースでオプションです。ユーザーデータがある
場合は、最も関連性の高いレコメンデーションを取得するために当該データを作成することをお勧めしま
す。Users データセットを作成する場合、スキーマには次のフィールドが含まれている必要があります。

• USER_ID
• 1 つのメタデータフィールド (カテゴリ string または数値)

インポートするデータは、スキーマと一致している必要があります。ユースケースとデータに応じて、
自由にフィールドを追加できます。フィールドが必須または予約としてリストされておらず、データ
タイプがリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、フィールド名とデータタイプは自由で
す。ECOMMERCE ドメインの Users データセットのデフォルトスキーマの例については、「デフォルト
のユーザースキーマ (ECOMMERCE ドメイン) (p. 87)」を参照してください。

Users データセットの最小要件と最大データ制限の詳細については、「Service Quotas (p. 366)」を参照
してください。

カテゴリデータを使用する

カテゴリデータを使用するには、タイプ string のフィールドを追加し、スキーマでフィールドのカテ
ゴリ属性を true に設定します。その後、カテゴリデータをバルク CSV ファイルと個々のアイテムのイ
ンポートに含めます。複数のカテゴリを持つユーザーについては、バーティカルバー「|」を使用して各
値を区切ります。例えば、SUBSCRIPT_MODEL フィールドについて、ユーザーのデータは「学生|月間|
discount」である場合があります。

カテゴリ値には、最大 1000 文字を使用できます。1000 文字を超えるカテゴリ値を持つユーザーがいる場
合、データセットのインポートジョブは失敗します。

デフォルトのユーザースキーマ (ECOMMERCE ドメイン)

必須のメタデータフィールドとして CATEGORY フィールドを持つ Users データセットのデフォルトの 
ECOMMERCE ドメインスキーマを次に示します。

{ 
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  "type": "record", 
  "name": "Users", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "MEMBERSHIP_STATUS", 
          "type": "string", 
          "categorical": true 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

Items データセットの要件 (ECOMMERCE ドメイン)
Items データセットには、ECOMMERCE アイテムに関するメタデータが保存されます。これには、各アイ
テムについての料金、カテゴリ、製品の説明などの情報が含まれる場合があります。Amazon Personalize 
にインポートできるアイテムデータの種類の詳細については、「」を参照してくださいアイテムデー
タ (p. 14)。フォーマット要件や使用可能なフィールドデータ型など、Amazon Personalize スキーマの一般
的な要件については、を参照してくださいデータセットとスキーマ (p. 77)。これらの要件は、ドメイン
に関係なく、すべてのスキーマに適用されます。

アイテムデータセットは、すべての E コマースのユースケースでオプションです。アイテムデータがある
場合は、最も関連性の高いレコメンデーションを取得するために当該データを作成することをお勧めしま
す。Items データセットを作成する場合、スキーマには次のフィールドが含まれている必要があります。

• ITEM_ID
• 料金 (float)
• CATEGORY_L1 (カテゴリ string)

スキーマには、次の予約済みキーワードを含めることもできます。カテゴリフィールドでは、ユースケー
スに基づいて独自の値の範囲を定義できます。

• CATEGORY_L2 (カテゴリ string)
• CATEGORY_L3 (カテゴリ string)
• PRODUCT_DESCRIPTION (textual)
• CREATION_TIMESTAMP (float)
• AGE_GROUP (カテゴリstring): 商品の対象年齢層。価値観は、新生児、幼児、子供、大人かもしれま

せん。
• 成人 (カテゴリstring): 商品がアルコールなど成人のみに限定されているかどうか。値は「はい」また

は「いいえ」の場合があります。
• 性別 (カテゴリstring): 商品の性別。価値観は男性、女性、ユニセックスかもしれません。

最良のレコメンデーションを取得するには、これらのフィールドをデータと同じ数だけスキーマに保持す
ることをお勧めします。インポートするデータは、スキーマと一致している必要があります。インポート
するデータは、スキーマと一致している必要があります。メタデータ列の最大数は 50 です。ユースケー
スとデータに応じて、自由にフィールドを追加できます。フィールドが必須または予約としてリストされ
ておらず、データタイプがリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、フィールド名とデータタ
イプは自由です。
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複数のレベルのカテゴリを持つアイテムには、予約済みキーワード CATE_L2 および CATE_L3 を使
用します。詳細については、「カテゴリデータを使用する (p. 89)」を参照してください。テキスト
およびカテゴリのメタデータについては、「非構造化テキストメタデータ (p. 15)」を参照してくださ
い。ECOMMERCE ドメインの Items データセットのデフォルトスキーマの例については、「デフォルト
のアイテムスキーマ (ECOMMERCE ドメイン) (p. 89)」を参照してください。

カテゴリデータを使用する

カテゴリデータを使用するには、タイプ string のフィールドを追加し、スキーマでフィールドのカテゴ
リ属性を true に設定します。その後、カテゴリデータをバルク CSV ファイルと個々のアイテムのイン
ポートに含めます。ユースケースに基づいて独自の値範囲を定義できます。カテゴリ値には、最大 1000 
文字を使用できます。1000 文字を超えるカテゴリ値を持つアイテムがある場合、データセットのインポー
トジョブは失敗します。

複数のカテゴリを持つアイテムについては、各値をバーティカルバー「|」で区切ります。たとえば 
CATE_L1 フィールドについて、アイテムのデータは次のようになりますElectronics|Productivity|
Mouse。複数のレベルのカテゴリデータがあり、各レベル用に複数のカテゴリがあるアイテムがある
場合は、各レベル用にフィールドを追加し、各フィールド名の後にレベルインジケータを追加します 
(CATE_L2、CATE_L3)。これにより、アイテムが複数のレベルカテゴリに属している場合でも、サブカテ
ゴリに基づいてレコメンデーションを絞り込むことができます。たとえば、アイテムにはカテゴリレベル
ごとに次のデータが含まれている場合があります。

• カテゴリ_L1: エレクトロニクス|生産性
• カテゴリ_L2: 生産性|コンピューター
• カテゴリ_L3: マウス

この例では、アイテムは [電子機器] > [生産性] > [マウス] 階層と [生産性] > [コンピュータ] > [マウス階層] 
にあります。L3 までしか使用しないことをお勧めしますが、必要に応じてさらに多くのレベルを使用する
こともできます。フィルタの作成と使用については、を参照してくださいレコメンデーションとユーザー
セグメントのフィルタリング (p. 288)。

デフォルトのアイテムスキーマ (ECOMMERCE ドメイン)

必須フィールドのみを含む ECOMMERCE ドメインの Items データセットのデフォルトスキーマを次に示
します。

{ 
  "type": "record", 
  "name": "Items", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
    { 
      "name": "ITEM_ID", 
      "type": "string" 
    }, 
    { 
      "name": "PRICE", 
      "type": "float" 
    }, 
    { 
      "name": "CATEGORY_L1", 
      "type": [ 
        "string" 
      ], 
      "categorical": true 
    } 
  ], 
  "version": "1.0"
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}

カスタムデータセットとスキーマ
カスタムデータセットグループを作成する場合、独自のスキーマを最初から作成します。カスタムデータ
セットグループのデータセットとスキーマでは、必須フィールドは少ないですが、高い柔軟性がありま
す。次のトピックでは、カスタムデータセットグループの Interactions、Items、および Users データセッ
トのスキーマとデータの要件について説明します。各データセットのセクションでは、データセットタイ
プに必要なデータが一覧表示され、スキーマの JSON の例が提供されます。

Amazon Personalize にインポートできるデータの種類については、「」を参照してくださいAmazon 
Personalize にインポートできるデータの種類 (p. 10)。フォーマット要件や使用可能なフィールドデータ
型など、一般的な Amazon Personalize スキーマ要件については、を参照してくださいデータセットとス
キーマ (p. 77)。これらの要件はすべての Amazon Personalize スキーマに適用されます。

トピック
• カスタムデータセットとスキーマの要件 (p. 90)
• Interactions データセットの要件 (カスタム) (p. 91)
• Users データセットの要件 (カスタム) (p. 93)
• Items データセットの要件 (カスタム)  (p. 94)
• SDK for Python (Boto3) を使用したスキーマの作成 (p. 96)

カスタムデータセットとスキーマの要件
カスタムデータセットグループのデータセットを作成する場合、各データセットタイプには、次の必須
フィールドと、必須データタイプの予約済みキーワードがあります。

データセットタイプ 必須フィールド 予約キーワード

インタラクション (スキーマの
例 (p. 92))

USER_ID (string)

ITEM_ID (string)

TIMESTAMP (long)

EVENT_TYPE (string)

EVENT_VALUE (float、null)

インプレッション 
(string,null)

RECOMMENDATION_ID 
(string、null)

イベントアトリビューション
ソース (string,null)

ユーザー (スキーマの
例 (p. 94))

USER_ID (string)

1 つのメタデータフィールド (カ
テゴリ string または数値)

 

項目 ITEM_ID (スキーマの
例 (p. 95))

1 つのメタデータフィールド (カ
テゴリまたはテキスト string
フィールドまたは数値フィール
ド)

CREATION_TIMESTAMP (long)
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メタデータフィールド
メタデータには、必須ではない、または予約済みのキーワードを使用しない文字列または非文字列の
フィールドが含まれます。メタデータスキーマには、次の制限があります。

• ユーザーとアイテムのスキーマには、少なくとも 1 つのメタデータフィールドが必要です。
• ユーザースキーマには最大 5 つのメタデータフィールドを、アイテムスキーマには最大 50 のメタデー

タフィールドを、それぞれ追加できます。
• タイプ string の独自のメタデータフィールドを追加する場合は、categorical 属性または textual

属性を含める必要があります (アイテムスキーマのみがテキスト属性のフィールドをサポートします)。
それ以外の場合、Amazon Personalize は、モデルのトレーニング時にフィールドを使用しません。

予約キーワード
予約済みのキーワードはオプションの非メタデータフィールドです。これらのフィールドは、使用時に必
須のデータ型としてフィールドを定義する必要があり、キーワードをデータに含める値として使用するこ
とができないため、予約済みとみなされます。categorical予約済みカテゴリ文字列フィールドはに設定
されている必要がありますがtrue、予約済み文字列フィールドはカテゴリ別に設定できません。予約済み
キーワードは次のとおりです。

• EVENT_TYPE: クリックとダウンロードの両方など、1 つ以上のイベントタイプを持つ Interactions デー
タセットについては、EVENT_TYPE フィールドを使用します。EVENT_TYPE フィールドを astring
として定義する必要があり、カテゴリとして設定することはできません。

• EVENT_VALUE: ユーザーが視聴した動画の割合など、イベントの値データを含む Interactions データ
セットについては、タイプ float とオプションで null を持つ EVENT_VALUE フィールドを使用しま
す。

• CREATION_TIMESTAMP: 各アイテムの作成日のタイムスタンプを持つ Items データセットにつ
いては、タイプ long の CREATION_TIMESTAMP フィールドを使用します。Amazon Personalize 
は、CREATION_TIMESTAMP データを使用してアイテムが存在するようになってからの期間を計算し、
それに応じてレコメンデーションを調整します。作成のタイムスタンプデータ (p. 14) を参照してくださ
い。

• IMPRESSION: 明示的なインプレッションデータを持つ Interactions データセットについては、タイ
プStringとオプションでタイプIMPRESSIONを持つフィールドを使用しますnull。インプレッション
は、ユーザーが特定のアイテムを操作した (例えば、クリックや視聴した) ときに表示されたアイテムの
リストです。詳細については、「インプレッションデータ (p. 12)」を参照してください。

• RECOMMENDATION_ID: 以前のレコメンデーションを暗黙的なインプレッションデータとして使用
する Interactions データセットについては、タイプ String およびタイプ null (オプション) を持つ
RECOMMENDATION_ID フィールドをオプションで使用します。

レコメンデーションを生成するときに暗黙的なインプレッションを使用するために、Amazon 
Personalize の RECOMMENDATION_ID フィールドを追加する必要はありません。それなしで
PutEvents (p. 549) 操作で recommendationId を渡すことができます。詳細については、「インプ
レッションデータ (p. 12)」を参照してください。

Interactions データセットの要件 (カスタム)
Interactions データセットは、ユーザーとアイテム間のインタラクションからの履歴データとリアルタイム
データをカタログに保存します。Amazon Personalize のデータについては、「」を参照してくださいイン
タラクションデータ (p. 10)。

各インタラクションに提供するデータは、スキーマと一致する必要があります。スキーマによっては、イ
ンタラクションメタデータに空/null 値を含めることができます。少なくとも、各インタラクションについ
て以下を入力する必要があります。
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• ユーザー ID
• アイテム ID
• タイムスタンプ (Unix エポック時間形式)

ユースケースとデータに応じて、さらにフィールドを追加できます。フィールドが必須または予約済みと
してリストされておらず、データタイプがにリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、フィー
ルド名とデータタイプはユーザー次第です。

Interactions データセットに追加できるオプションのメタデータフィールドの最大合計数は、データ内の個
別のイベントタイプの合計数と合わせて 10 です。このカウントに含まれるメタデータフィールドは、ス
キーマに追加するカスタムメタデータフィールドとともに、EVENT_TYPE、EVENT_VALUE フィールド
です。IMPRESSION などの予約済みフィールドを除くメタデータフィールドの最大数は 5 です。カテゴ
リ値には、最大 1000 文字を使用できます。1000 を超えるカテゴリ値とのインタラクションがある場合、
データセットのインポートジョブは失敗します。

Interactions データセットの最小要件と最大データ制限の詳細については、「Service Quotas (p. 366)」
を参照してください。

インタラクションスキーマの例 (カスタム)
次の例は、Interactions データセットのスキーマを示しています。USER_ID、ITEM_ID、TIMESTAMP の
各フィールドは必須です。EVENT_TYPE、EVENT_VALUE、IMPRESSIONおよびフィールドは、Amazon 
Personalize で認識されるオプションの予約キーワードです。EVENT_TYPE は文字列型でなければなら
ず、カテゴリ型にすることはできません。 LOCATIONDEVICEおよびはオプションのコンテキストメタ
データフィールドです。スキーマ要件については、「カスタムデータセットとスキーマの要件 (p. 90)」
を参照してください。

{ 

  "type": "record", 
  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "EVENT_TYPE", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "EVENT_VALUE", 
          "type": [ 
             "float", 
             "null" 
          ] 
      }, 
      { 
          "name": "LOCATION", 
          "type": "string", 
          "categorical": true 
      }, 
      { 
          "name": "DEVICE", 
          "type": [ 
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              "string", 
              "null" 
          ], 
          "categorical": true 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
          "type": "long" 
      }, 
      { 
          "name": "IMPRESSION", 
          "type": "string" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

このスキーマでは、CSV ファイルの履歴データの最初の数行は次のようになる場合がありま
す。EVENT_VALUE の一部の値が null であることに注意してください。

USER_ID,ITEM_ID,EVENT_TYPE,EVENT_VALUE,LOCATION,DEVICE,TIMESTAMP,IMPRESSION
35,73,click,,Ohio,Tablet,1586731606,73|70|17|95|96|92|55|45|16|97|56|54|33|94|36|10|5|43|
19|13|51|90|65|59|38
54,35,watch,0.75,Indiana,Cellphone,1586735164,35|82|78|57|20|63|1|90|76|75|49|71|26|24|25|
6|37|85|40|98|32|13|11|54|48
9,33,click,,Oregon,Cellphone,1586735158,68|33|62|6|15|57|45|24|78|89|90|40|26|91|66|31|47|
17|99|29|27|41|77|75|14
23,10,watch,0.25,California,Tablet,1586735697,92|89|36|10|39|77|4|27|79|18|83|16|28|68|78|
40|50|3|99|7|87|49|12|57|53
27,11,watch,0.55,Indiana,Tablet,1586735763,11|7|39|95|71|1|6|40|41|28|99|53|68|76|0|65|69|
36|22|42|34|67|24|20|66
...
...

Users データセットの要件 (カスタム)
Users データセットには、ユーザーに関するメタデータが保存されます。これには、各アイテムの年齢、
性別、ロイヤルティメンバーシップなどの情報が含まれる場合があります。Amazon Personalize にイン
ポートできるユーザーデータの種類については、「」を参照してくださいユーザーデータ (p. 13)。

各ユーザーに提供するデータは、スキーマと一致する必要があります。少なくとも、各ユーザーについて
ユーザー ID を指定する必要があります (最大長 256 文字)。スキーマによっては、ユーザーメタデータに
空/null 値を含めることができます。ユーザースキーマには少なくとも 1 つのメタデータフィールドが必要
ですが、null タイプを追加すると、ユーザーのこの値は null になる可能性があります。ユースケースと
データに応じて、さらにフィールドを追加できます。フィールドが必須または予約済みとしてリストされ
ておらず、データタイプがにリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、フィールド名とデータ
タイプはユーザー次第です。

カテゴリデータを使用するには、タイプ string のフィールドを追加し、スキーマでフィールドのカテゴ
リ属性を true に設定します。その後、カテゴリデータをバルク CSV ファイルと個々のアイテムインポー
トに含めます。複数のカテゴリを持つユーザーについては、バーティカルバー「|」を使用して各値を区切
ります。例えば、SUBSCRIPTION_MODEL フィールドについて、ユーザーのデータは学生|月間|discount 
である場合があります。

カテゴリ値には、最大 1000 文字を使用できます。1000 文字を超えるカテゴリ値を持つユーザーがいる場
合、データセットのインポートジョブは失敗します。

Users データセットの最小要件と最大データ制限の詳細については、「Service Quotas (p. 366)」を参照
してください。
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ユーザースキーマの例 (カスタム)
次の例は、ユーザースキーマを構築する方法を示しています。USER_ID フィールドは必須であり、AGE
および GENDER フィールドはメタデータです。少なくとも 1 つのメタデータフィールドが必要であり、最
大 5 つのメタデータフィールドを追加できます。スキーマ要件については、「カスタムデータセットとス
キーマの要件 (p. 90)」を参照してください。

{ 
  "type": "record", 
  "name": "Users", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "AGE", 
          "type": "int" 
      }, 
      { 
          "name": "GENDER", 
          "type": "string", 
          "categorical": true 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

このスキーマでは、CSV ファイルの履歴データの最初の数行は次のようになる場合があります。

USER_ID,AGE,GENDER
5,34,Male
6,56,Female
8,65,Male
...
...

Items データセットの要件 (カスタム)
アイテムデータセットには、カタログ内のアイテムに関するメタデータが格納されます。これには、各ア
イテムについての料金、ジャンル、利用可否などの情報が含まれる場合があります。Amazon Personalize 
にアイテムデータの種類については、「」を参照してくださいアイテムデータ (p. 14)。

各アイテム用に入力するデータは、Items データセットのスキーマと一致している必要があります。少な
くとも、各アイテムについてアイテム ID を指定する必要があります (最大長 256 文字)。スキーマによっ
ては、アイテムメタデータに空/null 値を含めることができます。スキーマには少なくとも 1 つのメタデー
タフィールドが必要ですが、null タイプを追加すると、アイテムのこの値は null になる可能性がありま
す。ユースケースとデータに応じて、さらにフィールドを追加できます。フィールドが必須または予約済
みとしてリストされておらず、データタイプがにリストされている限りスキーマのデータ型 (p. 78)、
フィールド名とデータタイプはユーザー次第です。

カテゴリデータを使用するには、タイプ string のフィールドを追加し、スキーマでフィールドのカテゴ
リ属性を true に設定します。その後、カテゴリデータをバルク CSV ファイルと個々のアイテムインポー
トに含めます。カテゴリ値には、最大 1000 文字を使用できます。1000 文字を超えるカテゴリ値を持つア
イテムがある場合、データセットのインポートジョブは失敗します。

複数のカテゴリを持つアイテムについては、バーティカルバー「|」で各値を区切ります。例え
ば、GENRES フィールドについて、アイテムのデータはAction|Crime|Biopic 複数のレベルの
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カテゴリデータを持つアイテムがある場合、各レベル用に複数のカテゴリを持つアイテムがある場
合は、各レベル用にフィールドを追加し、各フィールド名の後にレベルインジケータを追加します 
(GENRE_L2、GENRE_L3)。これにより、アイテムが複数のマルチレベルカテゴリに属している場合
でも、サブカテゴリに基づいてレコメンデーションをフィルタリングできます (フィルタの作成と使
用方法については、を参照してくださいレコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリン
グ (p. 288))。たとえば、動画にはカテゴリレベルごとに次のデータが含まれている場合があります。

• ジャンル:アクション | アドベンチャー
• ジャンル L2: 犯罪 | 西洋
• ジャンル_L3: バイオピック

この例では、ビデオはアクション > 犯罪 > バイオピックヒエラルキーで、アドベンチャー > ウエスタン > 
バイオピックヒエラルキーになっています。L3 までの使用を推奨しますが、必要に応じてそれ以上のレベ
ルを使用することもできます。

モデルトレーニング中に、Amazon Personalize は最大 750,000 アイテムを考慮します。750,000 を超え
るアイテムをインポートする場合、Amazon Personalize は、新しいアイテム (インタラクションなしで最
近追加したアイテム) と最近のインタラクションデータを含む既存のアイテムを含めることに重点を置い
て、トレーニングに含めるアイテムを決定します。

Items データセットの最小要件と最大データ制限の詳細については、「Service Quotas (p. 366)」を参照
してください。

Items データセットのスキーマの例 (カスタム)
次の例は、アイテムスキーマを構築する方法を示します。ITEM_ID フィールドは必須です。GENRE
フィールドはカテゴリメタデータであり、DESCRIPTION フィールドはテキストメタデータです。少
なくとも 1 つのメタデータフィールドが必要です。最大 50 個のメタデータフィールドを追加できま
す。CREATION_TIMESTAMP フィールドは予約済みのキーワードです。スキーマ要件については、「カス
タムデータセットとスキーマの要件 (p. 90)」を参照してください。

{ 
  "type": "record", 
  "name": "Items", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
    { 
      "name": "ITEM_ID", 
      "type": "string" 
    }, 
    { 
      "name": "GENRES", 
      "type": [ 
        "null", 
        "string" 
      ], 
      "categorical": true 
    }, 
    { 
      "name": "CREATION_TIMESTAMP", 
      "type": "long" 
    }, 
    { 
      "name": "DESCRIPTION", 
      "type": [ 
        "null", 
        "string" 
      ], 
      "textual": true 
    }, 
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  ], 
  "version": "1.0"
}

このスキーマでは、CSV ファイルの履歴データの最初の数行は次のようになる場合があります。

ITEM_ID,GENRES,CREATION_TIMESTAMP,DESCRIPTION
1,Adventure|Animation|Children|Comedy|Fantasy,1570003267,"This is an animated movie that 
 features action, comedy, and fantasy. Audience is children. This movie was released in 
 2004."
2,Adventure|Children|Fantasy,1571730101,"This is an adventure movie with elements of 
 fantasy. Audience is children. This movie was release in 2010."
3,Comedy|Romance,1560515629,"This is a romantic comedy. The movie was released in 1999. 
 Audience is young women."
4,Comedy|Drama|Romance,1581670067,"This movie includes elements of both comedy and drama as 
 well as romance. This movie was released in 2020."
...
...

SDK for Python (Boto3) を使用したスキーマの作成
1. 使用する Avro 形式のスキーマを定義します。
2. スキーマは、デフォルトの Python フォルダにある JSON ファイルに保存されます。
3. 次のコードを使用してスキーマを作成します。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

with open('schema.json') as f: 
    createSchemaResponse = personalize.create_schema( 
        name = 'YourSchema', 
        schema = f.read() 
    )

schema_arn = createSchemaResponse['schemaArn']

print('Schema ARN:' + schema_arn )

4. Amazon Personalize は、新しいスキーマの ARN を返します。後で使用するために、これを保存しま
す。

Amazon Personalize には、スキーマを管理するための操作が用意されています。たとえば、
ListSchemas (p. 521) API を使用して、使用可能なスキーマのリストを取得できます。

スキーマを作成した後は、そのスキーマと一致するデータセットで使用します。詳細については、データ
データデータデータデータデータデータ (p. 149)を参照してください。
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ドメインのユースケースとカスタム
レシピ

Amazon Personalize には、トレーニングモデルのさまざまなドメインユースケースとカスタムレシピが用
意されています。

• ドメインデータセットグループでレコメンデーションを作成する際には、ユースケースを指定しま
す。Amazon Personalize は、ユースケースに最適な設定でレコメンデーションを支援するモデルをト
レーニングします。

• カスタムデータセットグループまたはドメインデータセットグループでカスタムソリューション
を作成する際には、レシピを指定します。ソリューションのソリューションバージョンを作成する
と、Amazon Personalize はレシピとトレーニング設定に基づいて、ソリューションバージョンをサポー
トするモデルをトレーニングします。

トピック
• ドメインのユースケースの選択 (p. 97)
• レシピの説明を表示します。 (p. 102)

ドメインのユースケースの選択
ドメインデータセットグループでレコメンダーデータセットグループユースケースグループを作成しま
す。Amazon Personalize は、ユースケースに最適な設定でレコメンダーを支援するモデルをトレーニング
します。各ドメインには、異なるユースケースがあります。たとえば、ドメインデータセットグループに
VIDEO_ON_DEMAND ユースケースのみが表示されます。各ユースケースには、レコメンデーションの取
得要件が異なります。一部のユースケースでは、特定のイベントタイプが必要です。その他のイベントタ
イプを自由に追加できます。

すべてのユースケースの例、インタラクションデータセットのデータセットのデータセットの例

• カタログ内のアイテムを操作するユーザーからの最低1000件のインタラクションレコード。これらのイ
ンタラクションは、一括インポート、ストリーミングイベント、あるいはその両方からのものである可
能性があります。

• 25以上のユニークユーザーIDで、それぞれに少なくとも2回のインタラクションがある。

質の高いレコメンデーションについては、少なくとも1,000人のユーザーから少なくとも50,000回のインタ
ラクションを行い、それぞれ2回以上のインタラクションを行うことをお勧めします。

トピック
• VIDEO_ON_DEMAND ユースケース (p. 97)
• ECOMMERCE のユースケース (p. 100)

VIDEO_ON_DEMAND ユースケース
次のセクションでは、各 VIDEO_ON_DEMAND ユースケースの要件と Amazon リソースネーム (ARN) を
示します。すべてのユースケースで、インタラクションデータには以下が必要です。
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• カタログ内のアイテムを操作するユーザーからの最低1000件のインタラクションレコード。これらのイ
ンタラクションは、一括インポート、ストリーミングイベント、あるいはその両方からのものである可
能性があります。

• 25以上のユニークユーザーIDで、それぞれに少なくとも2回のインタラクションがある。

質の高いレコメンデーションについては、少なくとも1,000人のユーザーから少なくとも50,000回のインタ
ラクションを行い、それぞれ2回以上のインタラクションを行うことをお勧めします。

Note

CreateRecommender (p. 412) API を使用する場合は、レシピ ARN 用にここにリストされてい
る ARN を指定します。

トピック
• X を視聴したから (p. 98)
• こちらもおすすめ (p. 98)
• 最も人気 (p. 99)
• 今トレンド (p. 99)
• 上位のおすすめ (p. 99)

X を視聴したから
指定した動画に基づいて、他のユーザーも視聴した動画のレコメンデーションを取得します。このユース
ケースでは、Amazon Personalize は、指定した userId に基づいて、ユーザーが視聴した動画を自動的に
フィルタリングします。

• レシピ ARN: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: 
personalize:aws-vod-because-you personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: 
personalize

• GetRecommendations API の要件:

userId: 必須

itemId: 必須
• 必要なデータセット:インタラクション
• 必要なイベントタイプ:最低 1000Watch イベント。

こちらもおすすめ
指定した動画に類似した動画のレコメンデーションを取得します。このユースケースでは、Amazon 
Personalize は、指定した userId と Watch イベントに基づいて、ユーザーが視聴した動画を自動的にフィ
ルタリングします。パフォーマンスを向上させるには、必要な Watch イベントに加えて Click イベント
を記録します

• レシピ ARN: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: 
personalize:aws-vod-more-like personalize: personalize: personalize: personalize

• GetRecommendations API の要件:

userId: 必須

itemId: 必須
• 必要なデータセット:インタラクションとアイテム
• 必要なイベント数:あらゆるタイプのイベントが最低 1000 件です。
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VIDEO_ON_DEMAND ユースケース

• おすすめのイベントタイプ:WatchClickとイベント.

最も人気
最も多くのユーザーが視聴した動画のおすすめが表示されます。

• レシピ ARN: aws: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: 
personalize: personalize: personalize: personalizeaws-vod-most-popular

• GetRecommendations必要条件:

userId: 必須

itemId: 使用されない
• 必要なデータセット:インタラクション
• 必要なイベントタイプ:最低 1000Watch イベント。

今トレンド
現在話題になっている動画のレコメンデーションを取得します。トレンド動画とは、ユーザーの間で急速
に人気が高まっているアイテムです。Amazon Personalize は 2 時間ごとにインタラクションデータを自動
的に評価し、トレンドアイテムを特定します。

• レシピ ARN: aws: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: 
personalize: personalize: personalize: personalizeaws-vod-trending-now

• GetRecommendations API の要件:

userId: CurrentUser ユーザーが操作したアイテムで絞り込む場合のみ必須

itemId: 使用されない
• 必要なデータセット:インタラクション
• 必要なイベント数:あらゆるタイプのイベントが最低 1000 件です。

上位のおすすめ
指定したユーザー向けにパーソナライズされたコンテンツのレコメンデーションを取得します。このユー
スケースでは、Amazon Personalize は、指定した userId と Watch イベントに基づいて、ユーザーが視聴
した動画を自動的にフィルタリングします。

アイテムを推奨する際には、探索を使用します。探索では、さまざまなアイテムのレコメンデーションを
テストし、インタラクションデータがないかほとんどないアイテムにどのように反応するかを学習するた
めに使用するものです。レコメンダーを作成するときに探索を設定できます。

• レシピ ARN: aws: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: personalize: 
personalize: personalize: personalize: personalizeaws-vod-top-picks

• GetRecommendations 必要条件:

userId: 必須

itemId: 使用されない
• 必要なデータセット:インタラクションとアイテム
• 必要なイベント数:最低 1000 イベント。
• おすすめのイベントタイプ:ClickWatchとイベント.

99



Amazon Personalize デベロッパーガイド
ECOMMERCE のユースケース

• 探索構成パラメーター:レコメンダーを作成すると、次のように探索を構成できます。
• 関連性の低いアイテムの探索に重点を置く (API では、これを ExplorationWedpeD と呼びま

すRecommenderConfig (p. 653))。探索する量を設定します。0 ～ 1。10 進値を指定します。デフォ
ルトは 0.3 です。値が 1 に近くなるほど、探索が多くなります。探索が多いほど、レコメンデーショ
ンには、インタラクションデータまたは関連性が少ないアイテムが多く含まれます。ゼロでは、探索
は行われず、レコメンデーションは現在のデータに基づきます (関連性)。

• 探索からの最長期間を指定します。これはアイテム探索の範囲を定義します。例えば、10 と入力する
と、データセット内の最新のインタラクションから 10 日間のインタラクションデータを含むアイテ
ムのみが探索時に考慮されます。

Amazon Personalize が探索中に考慮するアイテムを増やすには、より大きな値を入力します。最小値
は 1 日、デフォルトは 30 日です。レコメンデーションには、この時間枠外のインタラクションデー
タを含まないアイテムが含まれる場合があります。これは、これらのアイテムがユーザーに関連して
おり、探索では特定できなかったことによります。

ECOMMERCE のユースケース
次のセクションでは、各 ECOMMERCE ユースケースの要件と Amazon リソースネーム (ARN) を示しま
す。すべてのユースケースで、インタラクションデータには以下が必要です。

• カタログ内のアイテムを操作するユーザーからの最低1000件のインタラクションレコード。これらのイ
ンタラクションは、一括インポート、ストリーミングイベント、あるいはその両方からのものである可
能性があります。

• 25以上のユニークユーザーIDで、それぞれに少なくとも2回のインタラクションがある。

質の高いレコメンデーションについては、少なくとも1,000人のユーザーから少なくとも50,000回のインタ
ラクションを行い、それぞれ2回以上のインタラクションを行うことをお勧めします。

Note

CreateRecommender (p. 412) API を使用する場合は、レシピ ARN 用にここにリストされてい
る ARN を指定します。

トピック
• 閲覧数が最も多い (p. 100)
• ベストセラー (p. 101)
• よく一緒に購入されています (p. 101)
• X を閲覧したお客様はこちらも閲覧しました (p. 101)
• おすすめ (p. 102)

閲覧数が最も多い
顧客があるアイテムを閲覧した回数に基づいて、人気のあるアイテムのレコメンデーションを取得しま
す。

• レシピ ARN: :recipe/-by-views: :recipe/-by-views:aws-ecomm-popular-items :recipe/-by-views
• GetRecommendations 必要条件:

userId: 必須

itemId: 使用されない

inputList: 該当なし

100



Amazon Personalize デベロッパーガイド
ECOMMERCE のユースケース

• 必要なデータセット:インタラクション
• 必要なイベントタイプ:最低 1000View イベント。

ベストセラー
顧客があるアイテムを購入した回数に基づいて、人気のあるアイテムのレコメンデーションを取得しま
す。

• レシピ ARN:aws-ecomm-popular-items :recipe/-p-ipe/-p-p-ipe/-p-ipe/-p-p-ipe/-p-ist-ipe/-p-ipe
• GetRecommendations 必要条件:

userId: 必須

itemId: 使用されない

inputList: 該当なし
• 必要なデータセット:インタラクション
• 必要なイベントタイプ:最低 1000Purchase イベント。

よく一緒に購入されています
顧客がより頻繁に一緒に購入するアイテムのレコメンデーションと、指定したアイテムのレコメンデー
ションを取得します。

• レシピ ARN: :recipe/-personalize: :recipe/aws-ecomm-frequently-bought-tope/-to-pe/-to-pe/-to-pe/-to-pe/-
to-together

• GetRecommendations 必要条件:

userId: フィルタする場合にのみ必要 CurrentUser

itemId: 必須

inputList: 該当なし
• 必要なデータセット:インタラクション
• 必要なイベントタイプ:最低 1000Purchase イベント。

X を閲覧したお客様はこちらも閲覧しました
指定したアイテムに基づいて、顧客がさらに閲覧したアイテムのレコメンデーションを取得します。この
ユースケースでは、Amazon Personalize は、指定した userId と Purchase イベントに基づいて、ユー
ザーが購入したアイテムを自動的にフィルタリングします。

• レシピ ARN: :recipe/ レシピ ARN: :recipe/-:recipe/-:recipe/-:recipe/aws-ecomm-customers-who-:recipe/-
viewed-x-also-viewed

• GetRecommendations 必要条件:

userId: 必須

itemId: 必須

inputList: 該当なし
• 必要なデータセット:インタラクション
• 必要なイベントタイプ:最低 1000View イベント。
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レシピの説明を表示します。

• おすすめのイベントタイプ:Purchaseイベント

おすすめ
指定したユーザーに基づいて、アイテムに関してパーソナライズされたレコメンデーションを取得しま
す。このユースケースでは、Amazon Personalize は、指定した userId と Purchase イベントに基づい
て、ユーザーが購入したアイテムを自動的にフィルタリングします。パフォーマンスを向上させるには、
必要な View イベントとともに Purchase イベントを含めます。

このユースケースでは、アイテムを推奨する際には探索を使用します。探索では、さまざまなアイテムの
レコメンデーションをテストして、インタラクションデータを含むアイテムにどのように反応するかを学
習します。レコメンダーを作成するときに、探索を設定できます。

• レシピ ARN: :recipe/aws-ecomm-recommended-for-personalize: :recipe/-personalize: :recipe/-
personalize: :recipe/--youpe/--

• GetRecommendations 必要条件:

userId: 必須

itemId: 使用されない

inputList: 該当なし
• 必要なデータセット:インタラクション
• 必要なイベント数:最低 1000 イベント
• おすすめのイベントタイプ:ViewPurchaseとイベント
• 探索構成パラメーター:レコメンダーを作成すると、次のように探索を構成できます。

• 関連性の低いアイテムの探索に重点を置く (API では ExplorationWeight と呼ばれま
すRecommenderConfig (p. 653))。探索する量を設定します。0 ～ 1 の 10 進値を指定します。デ
フォルトは 0.3 です。値が 1 に近くなるほど、探索が多くなります。探索が多いほど、レコメンデー
ションには、インタラクションデータまたは関連性が少ないアイテムがより多く含まれます。ゼロで
は、探索は行われず、レコメンデーションは現在のデータに基づきます (関連性)。

• 探索アイテムの有効期限:最新のインタラクションからの日数で、アイテムが存在するようになってか
らの最長期間を指定します。これにより、アイテム探索の範囲が定義されます。例えば、10 と入力す
ると、データセット内の最新のインタラクションから 10 日間のインタラクションデータを含むアイ
テムのみが探索時に考慮されます。

Amazon Personalize が探索中に考慮するアイテムを増やすには、より大きな値を入力します。最小値
は 1 日、デフォルトは 30 日です。レコメンデーションには、この時間枠外のインタラクションデー
タを含まないアイテムが含まれる場合があります。これは、これらのアイテムがユーザーに関連して
おり、探索時に特定されなかったことによります。

レシピの説明を表示します。
レシピの説明を表示します。レシピは、特定のユースケース向けに準備された Amazon Personalize の
アルゴリズムです。Amazon Personalize は、一般的なユースケースに基づいて、モデルをトレーニング
するためのレシピを提供します。ソリューションのソリューションバージョンを作成すると、Amazon 
Personalize はレシピとトレーニング設定に基づいて、ソリューションバージョンをサポートするモデルを
トレーニングします。

Amazon Personalize のレシピは、トレーニング中に次を使用します。

• データの事前定義済み属性
• 事前定義済み特徴変換
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Amazon ユースケース別にレシピタイプをパーソナライズ

• 事前定義済みアルゴリズム
• アルゴリズムの初期パラメータ設定

モデルを最適化するために、ソリューションの作成時にこれらのパラメータの多くを上書きできます。詳
細については、「ハイパーパラメータおよび HPO (p. 203)」を参照してください。

トピック
• Amazon ユースケース別にレシピタイプをパーソナライズ (p. 103)
• Amazon Personalize のレシピ (p. 104)
• 利用可能な Amazon Personalize のレシピの表示 (p. 105)
• USER_PERSONALIZATION の レシピ (p. 105)
• 人気のアイテム (p. 125)
• PERSONALIZED_RANKING レシピ (p. 127)
• RELATED_ITEMS の recipe (p. 131)
• USER_SEGMETION レシピ (p. 137)

Amazon ユースケース別にレシピタイプをパーソナラ
イズ
レシピタイプを書き留めます。

• ユーザーに推奨するアイテム (USER_PERSONALIZALIZATION レシピ)

ユーザーにパーソナライズされたレコメンデーションを提供するに
は、USER_PER_PERSONALIZATION レシピを使用してモデルをトレーニングします。パーソナライズ
されたレコメンデーションは、エンゲージメントとコンバージョンを向上させるのに役立ちます。

• ユーザー向けのアイテムのランク付け (PERSONALIZED_RANKING レシピ)

ユーザー向けに厳選されたリストまたは検索結果の順序をパーソナライズするに
は、PERSONALIZED_RANKING レシピを使用してモデルをトレーニングしま
す。PERSONALIZED_RANKING レシピは、特定のユーザーの予測される関心レベルに基づいて入力
アイテムのコレクションを再ランク付けすることにより、パーソナライズされたリストを作成します。
パーソナライズされたリストは、カスタマーエクスペリエンスを向上させ、顧客のロイヤルティとエン
ゲージメントを高めます。

• トレンド商品や人気商品をおすすめする (POPULAR_ITEMS レシピ)

トレンド商品や人気商品を勧めるには、POPULAR_ITEMSレシピを使用してください。他のユーザーが
やり取りしているものを顧客が高く評価している場合は、POPULAR_ITEMSを使用するとよいでしょ
う。一般的な用途には、話題のソーシャルメディアコンテンツ、ニュース速報記事、最近のスポーツ動
画の推奨などがあります。

• 類似アイテムの推奨 (RELATED_ITEMS レシピ)

頻繁に一緒に購入される商品や他のユーザーも視聴した映画など、類似アイテムを推奨するに
は、RELATED_ITEMS レシピを使用する必要があります。類似のアイテムを推奨すると、顧客がアイテ
ムを見つけやすくなり、ユーザーのコンバージョン率を高めることができます。

• ユーザーセグメントの取得 (USER_SEGMENTATION レシピ)

特定の属性を持つアイテムを操作する可能性が最も高いユーザーなど、アイテム入力データに基づいて
ユーザーのセグメントを取得するには、USER_SEGMENTATION レシピを使用する必要があります。
ユーザーセグメントを取得すると、アクションを実行する可能性に基づいて、さまざまなユーザーセグ
メントに対して、さまざまなアイテムのプロモーションを実施する高度なマーケティングキャンペーン
を作成するのに役立ちます。
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Amazon Personalize のレシピ

Amazon Personalize のレシピ
Amazon Personalize では、以下のレシピを利用できます。次の表に示すように、各タイプは、動作が異な
るほかにレコメンデーションを取得する要件が異なります。

レシピタイプ recipe API API 要件

USER_PERSONALIZATIONUser-
Personalization (p. 105)

HRNN レシピ (レガ
シー) (p. 115)

HRNN-Metadata レシピ (レ
ガシー) (p. 118)

HRNN-Coldstart レシピ (レ
ガシー) (p. 121)

GetRecommendations (p. 559) userId: 必須

itemId: 使用さ
れない

inputList: 該
当なし

人気のアイテム 今話題になってい
る (p. 125)

Popularity-Count (p. 127)

GetRecommendations (p. 559) userId: それを
必要とするフィ
ルターを適用す
る場合にのみ必
須

itemId: 使用さ
れない

inputList: 該
当なし

PERSONALIZED_RANKINGPersonalized-
Ranking (p. 128)

GetPersonalizedRanking (p. 555) userId: 必須

itemId: 該当な
し

inputList: 
itemId のリスト

RELATED_ITEMS Similar-Items (p. 132)

SIMS (p. 134)

GetRecommendations (p. 559) userId: それを
必要とするフィ
ルターを適用す
る場合にのみ必
須

itemId: 必須

inputList: 該
当なし

USER_SEGMENTATIONItem-Affinity (p. 138)

Item-Attribute-
Affinity (p. 139)

CreateBatchSegmentJob (p. 379) バッチワーク
フローの要件
については、
「バッチセグメ
ントジョブの作
成 (p. 253)」
を参照してくだ
さい。
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利用可能な Amazon Personalize のレシピの表示

利用可能な Amazon Personalize のレシピの表示
使用可能なレシピのリストを表示するには:

• Amazon Personalize コンソールで、データセットグループを選択します。ナビゲーションペインから、
[Solutions and recipes (ソリューションとレシピ)] を選択し、[Recipes (レシピ)] タブを選択します。

• AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、ListRecipes (p. 515) API を呼び出します。
• AWS CLI では、以下のコマンドを使用します。

aws personalize list-recipes

SDK for Python (Boto3) を使用したレシピに関する情報を取得するには、DescribeRecipe (p. 470) API を
呼び出します。AWS CLI を使用してレシピに関する情報を取得するには、以下のコマンドを使用します。

aws personalize describe-recipe --recipe-arn recipe_arn

USER_PERSONALIZATION の レシピ
USER_PERSONALIZATION レシピは、Interactions、Items、および Users のデータセットに基
づいて、ユーザーがインタラクションするアイテムを予測します。各ユーザー向けにパーソナ
ライズされたレコメンデーションを提供するレコメンデーションシステムを構築している場合
は、USER_PERSONALIZATION レシピを使用してモデルをトレーニングする必要があります。

USER_PERSONALIZATION レシピは次のとおりです。

• User-Personalization レシピ (p. 105)
• レガシーユーザーのパーソナライゼーションレシピ (p. 114)

User-Personalization レシピ
User-Personalization (aws-user-personalization) レシピは、すべてのパーソナライズされたレコメンデー
ションシナリオ向けに最適化されています。Interactions、Items、および Users のデータセットに基づい
て、ユーザーがインタラクションするアイテムを予測します。アイテムを推奨する際には、自動アイテム
探索を使用します。

自動探索により、Amazon Personalize はさまざまなアイテムのレコメンデーションを自動的にテストし、
ユーザーがこれらの推奨アイテムを操作する方法から学習し、エンゲージメントとコンバージョンを向上
させるアイテムのレコメンデーションを強化します。これにより、カタログの内容の変更が早い場合、ま
たはニュース記事やプロモーションなどの新しいアイテムとユーザーとの関連性が高い場合、それらのア
イテムの鮮度が高い状態であるときに、アイテムの検出とエンゲージメントが向上します。

探索する量 (インタラクションデータや関連性の少ないアイテムがより頻繁に推奨される場合) と活用する
量 (知っている内容または関連性にレコメンデーションが基づいている場合) のバランスをとることができ
ます。Amazon Personalize は、暗黙的なユーザーフィードバックに基づいて、将来のレコメンデーション
を自動的に調整します。

トピック
• 自動更新 (p. 106)
• インプレッションデータの使用 (p. 106)
• プロパティおよびハイパーパラメータ (p. 106)
• User-Personalization レシピを使用したトレーニング (コンソール)  (p. 110)
• User-Personalization レシピを使用したトレーニング (Python SDK) (p. 112)
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USER_PERSONALIZATION

• レコメンデーションの取得とインプレッションの記録 (SDK for Python (Boto3)) (p. 113)
• サンプル Jupyter ノートブック (p. 114)

自動更新
User-Personalization を使用すると、Amazon Personalize は、新しいデータを含めるために、2 時間ごと
に最新モデル (ソリューションバージョン) を水面下で自動的に更新します。自動更新には費用がかかりま
せん。更新を行うには、ソリューションバージョンを Amazon Personalize キャンペーンでデプロイする
必要があります (p. 221)。キャンペーンでは、更新されたソリューションバージョンが自動的に使用され
ます。auto 更新が完了しても、新しいソリューションバージョンは作成されず、新しいモデル指標は生成
されません。これは、完全な再トレーニングが行われないためです。新しいソリューションバージョンを
作成した場合、Amazon Personalize は、、キャンペーンでデプロイした古いソリューションバージョンを
自動的に更新しません。データセットを削除した場合も、更新は行われません。

更新のたびに、Amazon Personalize はソリューションバージョンをアイテムに関する最新情報で更新し、
ユーザーからの暗黙的なフィードバックに従って探索を調整します。これにより、Amazon Personalize 
は、既に探索されたアイテムの新しいインタラクションに基づいてアイテムの質を測定し、アイテムの探
索を継続的に更新できます。これは完全な再トレーニングではありません。モデルがユーザーの行動から
学習できるように、trainingMode を FULL に設定した状態で、新しいソリューションバージョンを毎週
トレーニングする必要があります。

2 時間ごとの頻度が不十分な場合は、それらの新しいアイテムをレコメンデーションに含めるよう
に、trainingMode を UPDATE に設定した状態で、ソリューションバージョンを手動で作成できま
す。Amazon Personalize では、完全にトレーニングされた最新のソリューションバージョンのみが自動的
に更新され、手動で更新されたソリューションバージョンは今後自動的に更新されないことに留意してく
ださい。

自動更新要件

自動更新要件は以下のとおりです。

• キャンペーンでソリューションバージョンをデプロイする必要があります (詳細については、「」を参
照キャンペーンの作成 (p. 221))。キャンペーンでは、更新された最新モデル (ソリューションバージョ
ン) が自動的に使用されます。

• ソリューションバージョンは、trainingModeに設定してトレーニングする必要がありますFULL (これ
がソリューションバージョン作成時のデフォルトです)。

• 前回の自動更新以降の新しいアイテムまたはインタラクションデータを提供する必要があります。
• Amazon Personalize は、2020 年 11 月 17 日以降に作成したソリューションバージョンのみを自動的に

更新します。

インプレッションデータの使用
ポジティブなインタラクション (クリック、視聴、または購入) のみを使用する他のレシピとは異な
り、User-Personalization レシピではインプレッションデータも使用できます。インプレッションは、ユー
ザーが特定のアイテムを操作 (クリック、視聴、購入など) したときに表示されたアイテムのリストです。

この情報を使用して、User-Personalization レシピで作成されたソリューションは、アイテムが無視された
頻度に基づいて新しいアイテムの適切性を計算し、それに応じてレコメンデーションを変更できます。詳
細については、「インプレッションデータ (p. 12)」を参照してください。

プロパティおよびハイパーパラメータ
User-Personalization レシピには、次のプロパティがあります。

• 名前 - aws-user-personalization
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-
personalization
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• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-user-personalization

詳細については、「レシピの説明を表示します。 (p. 102)」を参照してください。

以下の表では、User-Personalization レシピのハイパーパラメータを示しています。ハイパーパラメータ
は、モデルパフォーマンスを向上させるために調整できるアルゴリズムパラメータです。アルゴリズムの
ハイパーパラメータは、モデルの実行方法を制御します。特徴化のハイパーパラメータは、トレーニング
で使用するデータのフィルタリング方法を制御します。ハイパーパラメータに最適な値を選択するプロセ
スは、ハイパーパラメータの最適化 (HPO) と呼ばれます。詳細については、「ハイパーパラメータおよび 
HPO (p. 203)」を参照してください。

このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。

• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点)、カテゴリ別 (ブール値、リスト、文字列)
• HPO 調整可能: パラメータが HPO に参加できますか?

名前 説明

アルゴリズムのハイパーパラメータ

hidden_dimension モデルで使用される非表示変数の数。非表示の変数は、
ユーザーの購入履歴と商品統計を再作成して、ラン
キングスコアを生成します。インタラクションデータ
セットにより複雑なパターンが含まれている場合は、
より多くの非表示ディメンションを指定します。使
用する非表示のディメンションが多くなると、データ
セットが大きくなり、処理時間が長くなります。最適
な値を決定するには、HPO を使用します。HPO を使
用するには、CreateSolution (p. 419) オペレーション
CreateSolutionVersion (p. 424) とオペレーションを呼び
出すときに performHPO を true に設定します。

デフォルト値: 149

範囲: [32, 256]

値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

bptt 通し時間のバックプロパゲーションの手法を使用するか
どうかを決定します。通し時間のバックプロパゲーショ
ンは、再帰的なニューラルネットワークベースのアルゴリ
ズムの重みを更新する手法です。遅延報酬を早期イベント
に接続するには、長期クレジットに bptt を使用します。
たとえば、遅延報酬には、数回のクリック後に行われる購
入を指定できます。早期イベントは、最初のクリックにす
ることができます。クリックなどの同じイベントタイプ内
であっても、長期的な効果を考慮し、合計報酬を最大化す
ることをお勧めします。長期的な効果を考慮するには、よ
り大きい bptt 値を使用します。大きな bptt 値を使用す
るには、より大きいデータセットと長い処理時間が必要で
す。

デフォルト値: 32
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名前 説明
範囲: [2, 32]

値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

recency_mask モデルがインタラクションデータセットの最新の人気傾向
を考慮する必要があるかどうかを決定します。最新の人気
トレンドには、インタラクションイベントの基盤となるパ
ターンの突然の変化が含まれる可能性があります。最近の
イベントにより多くの重みを置くモデルをトレーニングす
るには、recency_mask を true に設定します。過去の
すべてのインタラクションを均等に重み付けするモデルを
トレーニングするには、recency_mask を false に設定
します。同じ重みを使用して適切なレコメンデーションを
取得するには、より大きなトレーニングデータセットが必
要になる場合があります。

デフォルト値: True

範囲: True または False

値の型: ブール値

HPO 調整可能: はい

特徴化のハイパーパラメータ

min_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履歴の
長さの最小パーセンタイル。履歴の長さ は、
ユーザーに関するデータの合計量です。履歴
の長さが短いある割合のユーザーを除外するに
は、min_user_history_length_percentile を使用
します。履歴が短いユーザーは、多くの場合、ユーザーの
個人的なニーズや希望ではなく、アイテムの人気に基づく
パターンを表示します。それらを削除すると、データの基
盤となるパターンに重点を置いてモデルをトレーニングで
きます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、
ユーザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択しま
す。大部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する
値を設定することをお勧めします。

たとえば、min_user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.0

範囲: [0.0, 1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: いいえ
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名前 説明

max_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履
歴の長さの最大パーセンタイル。履歴の長
さ は、ユーザーに関するデータの合計量で
す。max_user_history_length_percentile を使用
して、ある割合の履歴の長さが長いユーザーを除外しま
す。これらのユーザーのデータにはノイズが含まれる傾向
があるためです。たとえば、ロボットに自動化されたイン
タラクションの長いリストがあるとします。これらのユー
ザーを削除することで、トレーニングのノイズが制限され
ます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、ユー
ザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択します。大
部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する値を設
定することをお勧めします。

たとえば、min_user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.99

範囲: [0.0, 1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: いいえ

アイテム探索キャンペーン設定ハイパーパラメータ

exploration_weight インタラクションデータまたは関連性が少ないアイテム
をレコメンデーションに含める頻度を決定します。値が 
1.0 に近くなるほど、探索が多くなります。ゼロでは、探
索は行われず、レコメンデーションは現在のデータに基
づきます (関連性)。詳細については、「the section called 
“CampaignConfig” (p. 589)」を参照してください。

デフォルト値: 0.3

範囲: [0.0, 1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: いいえ
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名前 説明

exploration_item_age_cut_off 最新のインタラクション以降の時間枠に基づいて、探
索するアイテムを決定します。アイテム探索の範囲を定
義するために、最新のインタラクションからの日数で、
アイテムが存在するようになってからの最長期間を指定
します。値が大きいほど、探索中に考慮されるアイテム
が多くなります。詳細については、「the section called 
“CampaignConfig” (p. 589)」を参照してください。

デフォルト値: 30.0

範囲: 正の浮動小数点

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: いいえ

User-Personalization レシピを使用したトレーニング (コンソール)

User-Personalization レシピを使用してコンソールでレコメンデーションを生成するには、最初にレシピを
使用して新しいソリューションバージョンをトレーニングします。その後、ソリューションバージョンを
使用してキャンペーンをデプロイし、キャンペーンを使用してレコメンデーションを取得します。

User-Personalization レシピを使用した新しいソリューションバージョンのトレーニング (コン
ソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. 新しいスキーマを使用してカスタムデータセットグループを作成し、インプレッションデータを含む
データセットをアップロードします。オプションで、CREATION_TIMESTAMP と 非構造化テキスト
メタデータ (p. 15) データを Items データセットに含めて、Amazon Personalize がアイテムが存在す
るようになってからの期間をより正確に計算し、コールドアイテムを識別できるようにします。

データのインポートの詳細については、「ステップ 2: データの準備 (p. 148)」を参照してくださ
い。

3. [Dataset groups] (データセット) グループページで、インプレッションデータを含む 1 つまたは複数
のデータセットを含む新しいデータセットグループを選択します。

4. ナビゲーションペインで、[Solutions and recipes] (ソリューションとレシピ)、[Create solution] (ソ
リューションを作成) の順に選択します。

5. [Create solution] (ソリューションを作成) のページの [Solution name] (ソリューション名) で、新しい
ソリューションの名前を入力します。

6. [Solution type] (ソリューションタイプ) で、[Item recommendation] (アイテムのレコメンデーション) 
を選択して、ユーザーのアイテムのレコメンデーションを取得します。

7. 「レシピ」で、を選択しますaws-user-personalization。[Solution configuration] (ソリューション設定) 
のセクションが表示され、いくつかの設定オプションが提供されます。

8. [Solution configuration] (ソリューション設定) で、Interactions データセットに EVENT_TYPE 列また
は EVENT_TYPE 列と EVENT_VALUE 列の両方がある場合は、オプションで [Event type] (イベント
タイプ) と [Event value threshold] (イベント値のしきい値) のフィールドを使用して、モデルのトレー
ニング時に Amazon Personalize が使用するインタラクションデータを選択します。

詳細については、「トレーニングに使用するインタラクションデータの選択 (p. 206)」を参照してく
ださい。
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9. オプションで、ソリューションのハイパーパラメータを設定します。User-Personalization レシピ
のプロパティとハイパーパラメータのリストについては、「プロパティおよびハイパーパラメー
タ (p. 106)」を参照してください。

10. [Create and train solution] (ソリューションを作成およびトレーニング) を選択して、トレーニングを
開始します。[Dashboard] (ダッシュボード) のページが表示されます。

ソリューションの詳細のページに移動して、[Solution versions] (ソリューションバージョン) のセク
ションでトレーニングの進捗状況を追跡できます。トレーニングが完了すると、ステータスは [Active]
(アクティブ) となります。

キャンペーンの作成とレコメンデーションの取得 (コンソール)

ソリューションバージョンのステータスが [Active] (アクティブ) になると、次のように、キャンペーンを
作成してレコメンデーションを取得する準備が完了します。

1. ソリューションの詳細のページまたは [Campaigns] (キャンペーン) のページで、[Create new 
campaign] (新しいキャンペーンを作成) を選択します。

2. [Create new campaign] (新しいキャンペーンを作成) ページの [Campaign details] (キャンペーンの詳
細) で、次の情報を入力します。

• Campaign name (キャンペーン名): キャンペーンの名前を入力します。ここで入力したテキスト
は、[Campaign] (キャンペーン) ダッシュボードと詳細のページに表示されます。

• Solution (ソリューション): 先ほど作成したソリューションを選択します。
• Solution version ID (ソリューションバージョン ID): 作成したソリューションバージョンの ID を選

択します。
• Minimum provisioned transactions per second (1 秒あたりの最小プロビジョンドトランザクション): 

Amazon Personalize がサポートしている 1 秒あたりの最小プロビジョンドトランザクションを設定
します。詳細については、CreateCampaign (p. 383) オペレーションを参照してください。

3. [Campaign configuration] (キャンペーン設定) で、次の情報を入力してください。

• Exploration weight (探索の重み): 探索する量を設定します。指定する探索が多いほど、レコメン
デーションには、インタラクションデータや関連性が少ないアイテムがより頻繁に含まれます。値
が 1 に近くなるほど、探索が多くなります。ゼロでは、探索は行われず、レコメンデーションは現
在のデータに基づきます (関連性)。

• Exploration item age cut off (探索アイテムが存在するようになってからの期間のカットオフ): アイテ
ム探索の範囲を定義するために、最新のインタラクションからの日数で、アイテムが存在するよう
になってからの最長期間を入力します。Amazon Personalize が探索中に考慮するアイテムの数を増
やすには、より大きな値を入力します。

例えば、10 と入力すると、データセット内の最新のインタラクションから 10 日間のインタラク
ションデータを含むアイテムのみが探索時に考慮されます。

Note

レコメンデーションには、この時間枠外のインタラクションデータを含まないアイテムが
含まれる場合があります。これは、これらのアイテムがユーザーの興味に関連しており、
それらを特定するために探索が必要ではなかったことによります。

4. [Create campaign (キャンペーンの作成)] を選択します。
5. キャンペーンの詳細のページで、キャンペーンのステータスが [Active] (アクティブ) の場合、キャン

ペーンを使用してレコメンデーションを取得し、インプレッションを記録できます。詳細について
は、「開始方法」の「ステップ 5: レコメンデーションを取得する (p. 54)」を参照してください。

Amazon Personalize は、2 時間ごとに最新のソリューションバージョンを自動的に更新して、新しい
データを含めます。キャンペーンでは、更新されたソリューションバージョンが自動的に使用されま
す。詳細については、「自動更新 (p. 106)」を参照してください。
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キャンペーンを手動で更新するには、最初に、trainingMode を update に設定した状態で、コン
ソールまたは CreateSolutionVersion (p. 424) 操作を使用して、新しいソリューションバージョンを
作成およびトレーニングします。その後、コンソールの [Campaign] (キャンペーン) ページで、または
UpdateCampaign (p. 541) 操作を使用して、キャンペーンを手動で更新します。

Note

Amazon Personalize は、2020 年 11 月 17 日より前に作成したソリューションバージョンを
自動的に更新しません。

User-Personalization レシピを使用したトレーニング (Python SDK)

データセットグループを作成し、インプレッションデータを含むデータセットをアップロードした
ら、User-Personalization レシピを使用してソリューションをトレーニングできます。オプション
で、CREATION_TIMESTAMP と 非構造化テキストメタデータ (p. 15) データを Items データセットに含め
て、Amazon Personalize がアイテムが存在するようになってからの期間をより正確に計算し、コールドア
イテムを識別できるようにします。データセットグループの作成とトレーニングデータのアップロードの
詳細については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を参照してください。

AWS SDK を使用して User-Personalization レシピでソリューションをトレーニングするには

1. create_solution メソッドを使用して新しいソリューションを作成します。

solution name をソリューション名に置き換えます。また、dataset group arn をデータセット
グループの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

print('Creating solution')
create_solution_response = personalize.create_solution(name = 'solution name',  
                            recipeArn = 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-
personalization',  
                            datasetGroupArn = 'dataset group arn', 
                            )
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']
print('solution_arn: ', solution_arn)

aws-user-personalization レシピのプロパティとハイパーパラメータのリストについては、「」を参照
してくださいプロパティおよびハイパーパラメータ (p. 106)。

2. 更新されたトレーニングデータを使用して新しい solution version (ソリューションバージョン) を作成
し、次のコードスニペットを使用して trainingMode を FULL に設定します。solution arn をソ
リューションの ARN に置き換えます。

import boto3 
         
personalize = boto3.client('personalize') 
         
create_solution_version_response = personalize.create_solution_version(solutionArn = 
 'solution arn',  
                                                               trainingMode='FULL')

new_solution_version_arn = create_solution_version_response['solutionVersionArn']
print('solution_version_arn:', new_solution_version_arn)

3. Amazon Personalize がソリューションバージョンの作成を終了したら、次のパラメータを使用して
キャンペーンを作成します。
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• 新しい campaign name と、ステップ 2 で生成された solution version arn を入力します。
• explorationWeight アイテム探索設定ハイパーパラメータを変更して、探索する量を設定しま

す。インタラクションデータまたは関連性が少ないアイテムは、値が 1.0 に近いほど頻繁に推奨さ
れます。デフォルト値は 0.3 です。

• explorationItemAgeCutOff アイテム探索設定ハイパーパラメータパラメータを変更して、ア
イテム探索の対象期間とする、最新のインタラクションとの関係においての最長期間 (日) を指定し
ます。値が大きいほど、探索中に考慮されるアイテムが多くなります。

次の Python スニペットを使用して、30 日で探索をカットオフする探索に重点を置いた新しいキャン
ペーンを作成します。キャンペーンの作成には通常数分かかります。ただし、1 時間以上かかる場合
もあります。

import boto3 
         
personalize = boto3.client('personalize')

create_campaign_response = personalize.create_campaign( 
    name = 'campaign name', 
    solutionVersionArn = 'solution version arn', 
    minProvisionedTPS = 1, 
    campaignConfig = {"itemExplorationConfig": {"explorationWeight": "0.3", 
 "explorationItemAgeCutOff": "30"}}
)

campaign_arn = create_campaign_response['campaignArn']
print('campaign_arn:', campaign_arn)

User-Personalization を使用すると、Amazon Personalize は、2 時間ごとにソリューションバージョ
ンを自動的に更新して、新しいデータを含めます。キャンペーンでは、更新されたソリューション
バージョンが自動的に使用されます。詳細については、「自動更新 (p. 106)」を参照してください。

キャンペーンを手動で更新するには、最初に、trainingMode を update に設定した状態で、コン
ソールまたは CreateSolutionVersion (p. 424) 操作を使用して、新しいソリューションバージョンを
作成およびトレーニングします。その後、コンソールの [Campaign] (キャンペーン) ページで、または
UpdateCampaign (p. 541) 操作を使用して、キャンペーンを手動で更新します。

Note

Amazon Personalize は、2020 年 11 月 17 日より前に作成したソリューションバージョンを
自動的に更新しません。

レコメンデーションの取得とインプレッションの記録 (SDK for Python (Boto3))
キャンペーンが作成されると、それを使用してユーザーのレコメンデーションを取得し、インプレッショ
ンを記録できます。AWS SDK を使用してバッチレコメンデーションを取得する方法については、「バッ
チ推論ジョブの作成 (AWS SDK) (p. 249)」を参照してください。

レコメンデーションを取得してインプレッションを記録するには

1. get_recommendations メソッドを呼び出します。campaign arn を新しいキャンペーンの ARN 
に変更します。また、user id をユーザーの userId に変更します。

import boto3 
             
rec_response = personalize_runtime.get_recommendations(campaignArn = 'campaign arn', 
 userId = 'user id')
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print(rec_response['recommendationId'])              

2. PutEvents リクエストを送信するための新しいイベントトラッカーを作成します。event tracker 
name をイベントトラッカーの名前に置き換えます。また、dataset group arn をデータセットグ
ループの ARN に置き換えます。

import boto3 
         
personalize = boto3.client('personalize')

event_tracker_response = personalize.create_event_tracker(  
    name = 'event tracker name', 
    datasetGroupArn = 'dataset group arn'
)
event_tracker_arn = event_tracker_response['eventTrackerArn']
event_tracking_id = event_tracker_response['trackingId']
print('eventTrackerArn:{},\n eventTrackingId:{}'.format(event_tracker_arn, 
 event_tracking_id))                
                 

3. ステップ 1 の recommendationId とステップ 2 の event tracking id を使用して、新しい
PutEvents リクエストを作成します。このリクエストは、ユーザーのセッションからの新しいイン
プレッションデータをログに記録します。user id をユーザーの ID に変更します。

import boto3 
             
personalize_events.put_events( 
     trackingId = 'event tracking id', 
     userId= 'user id', 
     sessionId = '1', 
     eventList = [{ 
     'sentAt': datetime.now().timestamp(), 
     'eventType' : 'click', 
     'itemId' : rec_response['itemList'][0]['itemId'],         
     'recommendationId': rec_response['recommendationId'], 
     'impression': [item['itemId'] for item in rec_response['itemList']], 
     }]
) 

サンプル Jupyter ノートブック

User-Personalization レシピの使用方法を示すサンプル Jupyter ノートブックについては、「探索での 
User Personalization」を参照してください。

レガシーユーザーのパーソナライゼーションレシピ
Note

レガシー HRNN レシピは使用できなくなりました。このドキュメントは参照用です。
レガシー HRNN レシピではなく、 aws-user-personalizaton (User-Personalization) レシピを使用
することをお勧めします。User-Personalization では、HRNN レシピによって提供される機能が
改善および統合されています。詳細については、「User-Personalization レシピ (p. 105)」を参
照してください。

以下は、レガシー USER_PERSONALIZATION レシピです。

• HRNN レシピ (レガシー) (p. 115)
• HRNN-Coldstart レシピ (レガシー) (p. 121)
• HRNN-Metadata レシピ (レガシー) (p. 118)
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HRNN レシピ (レガシー)
Note

レガシー HRNN レシピは使用できなくなりました。このドキュメントは参照用です。
を使用することをお勧めします。 aws-user-personalizaton (User-Personalization) レガシー 
HRNN レシピではなく、レシピ。User-Personalization では、HRNN レシピによって提供
される機能が改善および統合されています。詳細については、「User-Personalization レシ
ピ (p. 105)」を参照してください。

Amazon Personalize 階層的再帰型ニューラルネットワーク (HRNN) レシピでは、セッション中にレコメン
デーションを提供するために、ユーザーの行動の変化をモデル化します。セッションとは、たとえば、必
要を満たすために特定のアイテムを見つけることを目的とする、特定の期間内の一連のユーザーインタラ
クションです。ユーザーの最近のインタラクションの重み付けを高くすることで、セッション中により関
連性の高いレコメンデーションを提供できます。

HRNN は、時間の経過とともに変化する可能性がある、ユーザーのインテントや関心に対応します。ま
た、順序付けられたユーザー履歴を取得し、自動的に重み付けして推論を改善します。HRNN は、ゲート
機構を使用して減損の重みをアイテムとタイムスタンプの学習可能な関数としてモデル化します。

Amazon Personalize は、データセットから各ユーザーの特徴を派生させます。リアルタイムのデータ統
合を完了している場合、これらの特徴はユーザーアクティビティに応じてリアルタイムで更新されます。
レコメンデーションを取得するには、USER_ID のみを指定します 。ITEM_ID も指定すると、Amazon 
Personalize はそれを無視します。

HRNN レシピには以下のプロパティがあります。

• [Name] (名前) – aws-hrnn
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-hrnn
• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-hrnn
• 機能変換 ARN – arn:aws:personalize:::feature-transformation/JSON-percentile-
filtering

• レシピタイプ – USER_PERSONALIZATION

以下の表では、HRNN レシピのハイパーパラメータについて説明します。ハイパーパラメータは、モ
デルパフォーマンスを向上させるために調整できるアルゴリズムパラメータです。アルゴリズムのハイ
パーパラメータは、モデルの実行方法を制御します。特徴化のハイパーパラメータは、トレーニングで
使用するデータのフィルタリング方法を制御します。ハイパーパラメータに最適な値を選択するプロセス
は、ハイパーパラメータの最適化 (HPO) と呼ばれます。詳細については、「ハイパーパラメータおよび 
HPO (p. 203)」を参照してください。

このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。

• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点)、カテゴリ別 (ブール値、リスト、文字列)
• 調整可能な HPO: パラメータが HPO に参加できますか?

[Name] (名前) 説明

アルゴリズムのハイパーパラメータ

hidden_dimension モデルで使用される非表示変数の数。非表示の変数は、
ユーザーの購入履歴と商品統計を再作成して、ラン
キングスコアを生成します。インタラクションデータ
セットにより複雑なパターンが含まれている場合は、
より多くの非表示ディメンションを指定します。使
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[Name] (名前) 説明
用する非表示のディメンションが多くなると、データ
セットが大きくなり、処理時間が長くなります。最適
な値を決定するには、HPO を使用します。HPO を使
用するには、CreateSolution (p. 419) オペレーション
CreateSolutionVersion (p. 424) とオペレーションを呼び
出すときに performHPO を true に設定します。

デフォルト値: 43

範囲: [32、256]

値の型:値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

bptt 通し時間のバックプロパゲーションの手法を使用するか
どうかを決定します。通し時間のバックプロパゲーショ
ンは、再帰的なニューラルネットワークベースのアルゴリ
ズムの重みを更新する手法です。遅延報酬を早期イベント
に接続するには、長期クレジットに bptt を使用します。
たとえば、遅延報酬には、数回のクリック後に行われる購
入を指定できます。早期イベントは、最初のクリックにす
ることができます。クリックなどの同じイベントタイプ内
であっても、長期的な効果を考慮し、合計報酬を最大化す
ることをお勧めします。長期的な効果を考慮するには、よ
り大きい bptt 値を使用します。大きな bptt 値を使用す
るには、より大きいデータセットと長い処理時間が必要で
す。

デフォルト値: 32

範囲: [2、32]

値の型:値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

recency_mask モデルがインタラクションデータセットの最新の人気傾向
を考慮する必要があるかどうかを決定します。最新の人気
トレンドには、インタラクションイベントの基盤となるパ
ターンの突然の変化が含まれる可能性があります。最近の
イベントにより多くの重みを置くモデルをトレーニングす
るには、recency_mask を true に設定します。過去の
すべてのインタラクションを均等に重み付けするモデルを
トレーニングするには、recency_mask を false に設定
します。同じ重みを使用して適切なレコメンデーションを
取得するには、より大きなトレーニングデータセットが必
要になる場合があります。

デフォルト値: True

範囲: True または False

値の型:値の型: ブール値

HPO 調整可能: はい
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[Name] (名前) 説明

特徴化のハイパーパラメータ

min_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履歴の
長さの最小パーセンタイル。履歴の長さ は、
ユーザーに関するデータの合計量です。履歴
の長さが短いある割合のユーザーを除外するに
は、min_user_history_length_percentile を使用
します。履歴が短いユーザーは、多くの場合、ユーザーの
個人的なニーズや希望ではなく、アイテムの人気に基づく
パターンを表示します。それらを削除すると、データの基
盤となるパターンに重点を置いてモデルをトレーニングで
きます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、
ユーザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択しま
す。大部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する
値を設定することをお勧めします。

たとえば、min__user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.0

範囲: [0.0、1.0]

値の型:値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: なし

max_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履
歴の長さの最大パーセンタイル。履歴の長
さ は、ユーザーに関するデータの合計量で
す。max_user_history_length_percentile を使用
して、ある割合の履歴の長さが長いユーザーを除外しま
す。これらのユーザーのデータにはノイズが含まれる傾向
があるためです。たとえば、ロボットに自動化されたイン
タラクションの長いリストがあるとします。これらのユー
ザーを削除することで、トレーニングのノイズが制限され
ます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、ユー
ザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択します。大
部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する値を設
定することをお勧めします。

たとえば、min__user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.99

範囲: [0.0、1.0]

値の型:値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: なし
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HRNN-Metadata レシピ (レガシー)
Note

レガシー HRNN レシピは使用できなくなりました。このドキュメントは参照用です。
を使用することをお勧めします aws-user-personalizaton レガシー HRNN レシピではなく、(User-
Personalization) レシピです。User-Personalization では、HRNN レシピによって提供される機能
が改善および統合されています。詳細については、「User-Personalization レシピ (p. 105)」を
参照してください。

HRNN- メタデータレシピは、ユーザーがやり取りするアイテムを予測します。HRNN (p. 115) レシピ
に類似していますが、コンテキスト、ユーザー、アイテムのメタデータ (それぞれソースは、インタラク
ション、ユーザー、アイテムのデータセット) から派生した追加の特徴を含みます。高品質なメタデータ
を使用できる場合、HRNN-Metadata は非メタデータモデルよりも結果が正確になります。このレシピを
使用するには、より長いトレーニング時間が必要になる場合があります。

HRNN-Metadata レシピには以下のプロパティがあります。

• [Name] (名前) – aws-hrnn-metadata
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-hrnn-metadata
• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-hrnn-metadata
• 機能変換 ARN – arn:aws:personalize:::feature-transformation/featurize_metadata
• レシピタイプ – USER_PERSONALIZATION

以下の表では、HRNN-Metadata レシピのハイパーパラメータについて説明します。ハイパーパラメータ
は、モデルパフォーマンスを向上させるために調整できるアルゴリズムパラメータです。アルゴリズムの
ハイパーパラメータは、モデルの実行方法を制御します。特徴化のハイパーパラメータは、トレーニング
で使用するデータのフィルタリング方法を制御します。ハイパーパラメータに最適な値を選択するプロセ
スは、ハイパーパラメータの最適化 (HPO) と呼ばれます。詳細については、「ハイパーパラメータおよび 
HPO (p. 203)」を参照してください。

このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。

• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点)、カテゴリ別 (ブール値、リスト、文字列)
• 調整可能な HPO: パラメータがハイパーパラメータ最適化 (HPO) に参加できますか?

[Name] (名前) 説明

アルゴリズムのハイパーパラメータ

hidden_dimension モデルで使用される非表示変数の数。非表示の変数は、
ユーザーの購入履歴と商品統計を再作成して、ラン
キングスコアを生成します。インタラクションデータ
セットにより複雑なパターンが含まれている場合は、
より多くの非表示ディメンションを指定します。使
用する非表示のディメンションが多くなると、データ
セットが大きくなり、処理時間が長くなります。最適
な値を決定するには、HPO を使用します。HPO を使
用するには、CreateSolution (p. 419) オペレーション
CreateSolutionVersion (p. 424) とオペレーションを呼び
出すときに performHPO を true に設定します。

デフォルト値: 43

範囲: [32、256]
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[Name] (名前) 説明
値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

bptt 通し時間のバックプロパゲーションの手法を使用するか
どうかを決定します。通し時間のバックプロパゲーショ
ンは、再帰的なニューラルネットワークベースのアルゴリ
ズムの重みを更新する手法です。遅延報酬を早期イベント
に接続するには、長期クレジットに bptt を使用します。
たとえば、遅延報酬には、数回のクリック後に行われる購
入を指定できます。早期イベントは、最初のクリックにす
ることができます。クリックなどの同じイベントタイプ内
であっても、長期的な効果を考慮し、合計報酬を最大化す
ることをお勧めします。長期的な効果を考慮するには、よ
り大きい bptt 値を使用します。大きな bptt 値を使用す
るには、より大きいデータセットと長い処理時間が必要で
す。

デフォルト値: 32

範囲: [2、32]

値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

recency_mask モデルがインタラクションデータセットの最新の人気傾向
を考慮する必要があるかどうかを決定します。最新の人気
トレンドには、インタラクションイベントの基盤となるパ
ターンの突然の変化が含まれる可能性があります。最近の
イベントにより多くの重みを置くモデルをトレーニングす
るには、recency_mask を true に設定します。過去の
すべてのインタラクションを均等に重み付けするモデルを
トレーニングするには、recency_mask を false に設定
します。同じ重みを使用して適切なレコメンデーションを
取得するには、より大きなトレーニングデータセットが必
要になる場合があります。

デフォルト値: True

範囲: True または False

値の型: ブール値

HPO 調整可能: はい

特徴化のハイパーパラメータ
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[Name] (名前) 説明

min_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履歴の
長さの最小パーセンタイル。履歴の長さ は、
ユーザーに関するデータの合計量です。履歴
の長さが短いある割合のユーザーを除外するに
は、min_user_history_length_percentile を使用
します。履歴が短いユーザーは、多くの場合、ユーザーの
個人的なニーズや希望ではなく、アイテムの人気に基づく
パターンを表示します。それらを削除すると、データの基
盤となるパターンに重点を置いてモデルをトレーニングで
きます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、
ユーザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択しま
す。大部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する
値を設定することをお勧めします。

たとえば、min__user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.0

範囲: [0.0、1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: なし

max_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履
歴の長さの最大パーセンタイル。履歴の長
さ は、ユーザーに関するデータの合計量で
す。max_user_history_length_percentile を使用
して、ある割合の履歴の長さが長いユーザーを除外しま
す。これらのユーザーのデータにはノイズが含まれる傾向
があるためです。たとえば、ロボットに自動化されたイン
タラクションの長いリストがあるとします。これらのユー
ザーを削除することで、トレーニングのノイズが制限され
ます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、ユー
ザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択します。大
部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する値を設
定することをお勧めします。

たとえば、min__user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.99

範囲: [0.0、1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: なし
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HRNN-Coldstart レシピ (レガシー)
Note

レガシー HRNN レシピは使用できなくなりました。このマニュアルは参照用です。
を使用することをお勧めします。 aws-user-personalizaton レガシー HRNN レシピではなく、
(User-Personalization) レシピです。User-Personalization では、HRNN レシピによって提供
される機能が改善および統合されています。詳細については、「User-Personalization レシ
ピ (p. 105)」を参照してください。

HRNN-Coldstart レシピを使用して、ユーザーがやり取りするアイテムを予測するのは、新しいアイテムと
インタラクションを頻繁に追加し、それらのアイテムのレコメンデーションをすぐに取得する必要がある
場合です。HRNN-Coldstart レシピは HRNN-Metadata (p. 118) レシピに似ていますが、新しいアイテム
のレコメンデーションを取得できます。

さらに、最近の人気傾向のためや、インタラクションが非常にまれでトレーニングのノイズである可能性
があるために、インタラクションのリストが長くなっているアイテムをトレーニングアイテムから除外す
る場合にも、HRNN-Coldstart レシピを使用できます。HRNN-Coldstart を使用すると、関連性の低いアイ
テムを除外して、トレーニング用のサブセットを作成できます。このようなアイテムのサブセットはコー
ルドアイテムと呼ばれ、関連するインタラクションイベントがインタラクションデータセットに含まれて
います。以下の条件に該当する場合、そのアイテムはコールドアイテムとみなされます。

• 指定された最大インタラクション数よりインタラクションが少ない。この値は、レシピの
cold_start_max_interactions ハイパーパラメータで指定します。

• 最大期間よりも短い相対期間。この値は、レシピの cold_start_max_duration ハイパーパラメータ
で指定します。

コールドアイテムの数を減らすには、[cold_start_max_interactions] または 
[cold_start_max_duration] に低い値を設定します。コールドアイテムの数を増やすには、
[cold_start_max_interactions] または [cold_start_max_duration] に大きな値を設定します。

HRNN-Coldstart には以下のコールドアイテムの制限があります。

• Maximum cold start items: 80,000
• Minimum cold start items: 100

コールドアイテムの数がこの範囲外の場合、ソリューション作成の試みは失敗します。

HRNN-Coldstart レシピには以下のプロパティがあります。

• [Name] (名前) – aws-hrnn-coldstart
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-hrnn-coldstart
• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-hrnn-coldstart
• 機能変換 ARN – arn:aws:personalize:::feature-transformation/featurize_coldstart
• レシピタイプ – USER_PERSONALIZATION

詳細については、「レシピの説明を表示します。 (p. 102)」を参照してください。

次の表では、HRNN-Coldstart レシピのハイパーパラメータについて説明します。ハイパーパラメータは、
モデルパフォーマンスを向上させるために調整できるアルゴリズムパラメータです。アルゴリズムのハイ
パーパラメータは、モデルの実行方法を制御します。特徴化のハイパーパラメータは、トレーニングで
使用するデータのフィルタリング方法を制御します。ハイパーパラメータに最適な値を選択するプロセス
は、ハイパーパラメータの最適化 (HPO) と呼ばれます。詳細については、「ハイパーパラメータおよび 
HPO (p. 203)」を参照してください。

このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。
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• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点)、カテゴリ別 (ブール値、リスト、文字列)
• 調整可能な HPO: HPO にはパラメーターが参加できますか?

[Name] (名前) 説明

アルゴリズムのハイパーパラメータ

hidden_dimension モデルで使用される非表示変数の数。非表示の変数は、
ユーザーの購入履歴と商品統計を再作成して、ラン
キングスコアを生成します。インタラクションデータ
セットにより複雑なパターンが含まれている場合は、
より多くの非表示ディメンションを指定します。使
用する非表示のディメンションが多くなると、データ
セットが大きくなり、処理時間が長くなります。最適
な値を決定するには、HPO を使用します。HPO を使
用するには、CreateSolution (p. 419) オペレーション
CreateSolutionVersion (p. 424) とオペレーションを呼び
出すときに performHPO を true に設定します。

デフォルト値: 149

範囲: [32、256]

値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

bptt 通し時間のバックプロパゲーションの手法を使用するか
どうかを決定します。通し時間のバックプロパゲーショ
ンは、再帰的なニューラルネットワークベースのアルゴリ
ズムの重みを更新する手法です。遅延報酬を早期イベント
に接続するには、長期クレジットに bptt を使用します。
たとえば、遅延報酬には、数回のクリック後に行われる購
入を指定できます。早期イベントは、最初のクリックにす
ることができます。クリックなどの同じイベントタイプ内
であっても、長期的な効果を考慮し、合計報酬を最大化す
ることをお勧めします。長期的な効果を考慮するには、よ
り大きい bptt 値を使用します。大きな bptt 値を使用す
るには、より大きいデータセットと長い処理時間が必要で
す。

デフォルト値: 32

範囲: [2、32]

値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

recency_mask モデルがインタラクションデータセットの最新の人気傾向
を考慮する必要があるかどうかを決定します。最新の人気
トレンドには、インタラクションイベントの基盤となるパ
ターンの突然の変化が含まれる可能性があります。最近の
イベントにより多くの重みを置くモデルをトレーニングす
るには、recency_mask を true に設定します。過去の
すべてのインタラクションを均等に重み付けするモデルを
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[Name] (名前) 説明
トレーニングするには、recency_mask を false に設定
します。同じ重みを使用して適切なレコメンデーションを
取得するには、より大きなトレーニングデータセットが必
要になる場合があります。

デフォルト値: True

範囲: True または False

値の型: ブール値

HPO 調整可能: はい

特徴化のハイパーパラメータ

cold_start_max_interactions アイテムをコールドアイテムとみなすことができるユー
ザーアイテムインタラクションの最大数。

デフォルト値: 15

範囲: 正の整数

値の型: 整数

HPO 調整可能: なし

cold_start_max_duration コールドスタートアイテムとみなされるユーザーアイテ
ムインタラクションの開始点からの最大日数。ユーザー
アイテムインタラクションの開始点を設定するには、
[cold_start_relative_from] ハイパーパラメータを設
定します。

デフォルト値: 5.0

範囲: 正の浮動小数点

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: なし

cold_start_relative_from HRNN-Coldstart レシピによる
cold_start_max_duration の計算開始点を決定しま
す。現在の時刻から計算するには、currentTime を選択
します。

インタラクションデータセットの最新のアイテムのタイム
スタンプから cold_start_max_duration を計算する
には、latestItem を選択します。この設定は、新しいア
イテムを頻繁に追加する場合に便利です。

デフォルト値: latestItem

範囲: currentTime、latestItem

値の型: 文字列

HPO 調整可能: なし
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[Name] (名前) 説明

min_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履歴の
長さの最小パーセンタイル。履歴の長さ は、
ユーザーに関するデータの合計量です。履歴
の長さが短いある割合のユーザーを除外するに
は、min_user_history_length_percentile を使用
します。履歴が短いユーザーは、多くの場合、ユーザーの
個人的なニーズや希望ではなく、アイテムの人気に基づく
パターンを表示します。それらを削除すると、データの基
盤となるパターンに重点を置いてモデルをトレーニングで
きます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、
ユーザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択しま
す。大部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する
値を設定することをお勧めします。

たとえば、min__user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.0

範囲: [0.0、1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: なし

max_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履
歴の長さの最大パーセンタイル。履歴の長
さ は、ユーザーに関するデータの合計量で
す。max_user_history_length_percentile を使用
して、ある割合の履歴の長さが長いユーザーを除外しま
す。これらのユーザーのデータにはノイズが含まれる傾向
があるためです。たとえば、ロボットに自動化されたイン
タラクションの長いリストがあるとします。これらのユー
ザーを削除することで、トレーニングのノイズが制限され
ます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、ユー
ザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択します。大
部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する値を設
定することをお勧めします。

たとえば、min__user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.99

範囲: [0.0、1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: なし
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AutoML を使用した HRNN レシピの選択 (API のみ)

Amazon Personalize では、入力データの分析に基づいて、最適な階層的再帰型ニューラルネットワーク 
(HRNN) レシピが自動的に選択されるようにすることが可能です。このオプションは AutoML と呼ばれま
す。AutoML を実行するには、CreateSolution (p. 419) API を呼び出すときに performAutoML パラメー
タを true に設定します。

指定したメトリクスに基づいて最適なレシピを決定するために、Amazon Personalize で検討するレシピの
リストを指定することもできます。この場合は、CreateSolution 操作を呼び出し、performAutoML
パラメータに true を指定します。recipeArn パラメータは省略します。solutionConfig パラメータ
を含め、autoMLConfig オブジェクトの一部として metricName と recipeList を指定します。

次の表に、レシピの選択方法を示します。performAutoML または recipeArn のどちらかを指定する必
要があります。両方を指定することはできません。AutoML は HRNN レシピを使用時のみに実行されま
す。

performAutoML recipeArn solutionConfig 結果

true 省略 省略 Amazon Personalize がレシピを
選択します

true 省略 autoMLConfig: metricName
および recipeList を指定

Amazon Personalize は、メトリ
クスを最適化するレシピをリス
トから選択します

省略 指定 省略 自分でレシピを選択する

省略 指定 指定 自分でレシピを指定して、デ
フォルトのトレーニングプロパ
ティを上書きする

Note

performAutoML が true の場合、solutionConfig オブジェクトのパラメータはすべて無視
されます (autoMLConfig を除く)。

人気のアイテム
ニュース速報や人気のソーシャルメディアコンテンツなど、トレンドや人気の商品を推奨するに
は、POPULAR_ITEMSレシピを使用してください。ユーザーに急速に人気が高まっている商品のおすすめ
を生成するには、今話題のレシピ (p. 125)レシピを使用してください。比較のためのベースラインを生成
するには、Popularity-Count (p. 127)レシピを使用することをお勧めします。このPOPULAR_ITEMSレシ
ピでは、インタラクションのカウントに基づいて最も人気のある商品を推奨しています。

POLAT_IT_IT_IT_IT_IT_IT_IT_IT

• 今話題のレシピ (p. 125)
• Popularity-Count レシピ (p. 127)

今話題のレシピ
Trending-Now レシピ (aws-trending-now) は、ユーザーに急速に人気が高まっている商品のおすすめを生
成します。人気が高まっている商品の方がお客様との関連性が高い場合は、今話題のレシピを使用すると
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よいでしょう。たとえば、顧客は他のユーザーがやり取りしている内容を高く評価するかもしれません。
一般的な用途には、話題のソーシャルメディアコンテンツ、ニュース速報記事、最近のスポーツ動画の推
奨などがあります。

Trending-Now は、設定可能な時間間隔における各アイテムのインタラクションの増加を計算すること
で、最もトレンドの多いアイテムを特定します。増加率が最も高いアイテムはトレンドアイテムと見な
されます。時間は、インタラクションデータセットのタイムスタンプデータに基づいています。時間間隔
は、Trend discovery frequencyソリューションの作成時にを指定することで指定できます。

たとえば、30 min for を指定した場合Trend discovery frequency、30 分のデータごとに、Amazon 
Personalize は前回の評価以降にインタラクションの増加率が最も高いアイテムを特定します。使用可能な
頻度は、30 分、1 時間、3 時間、1 時間です。インタラクションデータの分布に合った頻度を選択してく
ださい。選択した間隔でデータが欠落すると、レコメンデーションの精度が低下する可能性があります。

Trending-Now では、GetRecommendations (p. 559)オペレーションを呼び出したり、Amazon 
Personalize コンソールのテストキャンペーンページで推奨事項を確認したりできます。Amazon 
Personalize は、最もトレンドの商品を返します。userIdリクエストに a を渡すのは、それを必要とする
フィルターを適用した場合だけです。 GetRecommendations API では、numResultsパラメーターで返さ
れるトレンドアイテムの数を設定できます。Trending-Now レシピではバッチレコメンデーションは表示さ
れません。

Trending-Nowを使用するには、（eventType でフィルタリングし、提供されている場合） 
eventValueThreshold少なくとも1000件のユニークな履歴インタラクションとイベントインタラクション
を組み合わせたインタラクションデータセットを作成する必要があります。

プロパティおよびハイパーパラメータ

Timilt-Now

• 名前 - aws-trending-now
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-trending-now
• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-trending-now-custom

詳細については、「レシピの説明を表示します。 (p. 102)」を参照してください。

以下の表では、Trending-Now レシピのハイパーパラメータを示しています。ハイパーパラメータは、モ
デルパフォーマンスを向上させるために調整できるアルゴリズムパラメータです。アルゴリズムのハイ
パーパラメータは、モデルの実行方法を制御します。ハイパーパラメータに最適な値を選択するプロセス
は、ハイパーパラメータの最適化 (HPO) と呼ばれます。詳細については、「ハイパーパラメータおよび 
HPO (p. 203)」を参照してください。

このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。

• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点)、カテゴリ別 (ブール値、リスト、文字列)
• HPO 調整可能: パラメータが HPO に参加できますか?

名前 説明

フィーチャ変換ハイパーパラメータ

Trend discovery frequency Amazon Personalize がインタラクションデータを評価
し、トレンドアイテムを特定する頻度を指定します。た
とえば、30 minを指定した場合、Amazon Personalize 
は 30 分間隔でインタラクションの増加率が最も高いア
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名前 説明
イテムを 30 分ごとに識別します。Trend discovery 
frequency

使用可能な頻度は、30 分、1 時間、3 時間、1 時間です。
インタラクションデータの分布に合った頻度を選択してく
ださい。選択した間隔でデータが欠落すると、レコメン
デーションの精度が低下する可能性があります。

デフォルト値値値:

設定可能な値:30 分、1 時間、3 時間、1 日。

値の型: 文字列

HPO 調整可能: いいえ

Popularity-Count レシピ
Popularititititititititularititititititititularititititititit 最も人気があるアイテムは、ユニークユーザーからのインタラ
クションデータが最も多いアイテムです。このレシピは、すべてのユーザーに対して同じ人気度のアイテ
ムを返します。Popularity-Count は、ソリューションバージョンを作成するときに Amazon Personalize が
生成する評価メトリクスを使用して他のレシピと比較するための優れたベースラインです。詳細について
は、「メトリクスを使用してソリューションバージョンを評価する (p. 215)」を参照してください。

ソリューションバージョンを作成したら、必ずソリューションバージョンとデータを最新の状態に保って
くださ
い。Popularitititititititularititititititularititititititularititititititititularitititititititularitititititititularititititititularititititititularitititititit 
次に、ソリューションバージョンを使用してキャンペーンを更新する必要があります。詳細については、
「レコメンデーションの関連性の維持 (p. 258)」を参照してください。

この事前定義済みレシピには以下のプロパティがあります。

• 名前 - aws-popularity-count
• レシピ ARN – arn:aws:personalize:::recipe/aws-popularity-count
• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-popularity-count
• 機能変換 ARN – arn:aws:personalize:::feature-transformation/sims
• レシピタイプ – USER_PERSONALIZATION

Popularity-Count には公開されているハイパーパラメータがありません。

PERSONALIZED_RANKING レシピ
PERSONALIZED_RANKINKE レシピである Personalized-Ranked は、予測された関心水準に基づいてラ
ンク付けされた順序で推奨事項を提供します。

Personalized-Ranking (p. 128)
Personalized-Ranking レシピは、結果をフィルタリングおよび再ランク付けすることもできる階層的再帰
型ニューラルネットワーク (HRNN) レシピです。Personalized-Ranking は、最良のレコメンデーションの
リストを提供します。ユーザーの結果をパーソナライズする場合は (検索結果または選別リストのパーソ
ナライズされた再ランク付け)、Personalized-Ranking レシピを使用します。
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モデルをトレーニングするために、Personalized-Ranking レシピは、インタラクションデータセット
のデータを使用し、それらを作成した場合は、データセットグループ内のアイテムデータセットおよび 
Users データセットを使用します。

Personalized-Ranking レシピ
Personalized-Ranking レシピは、アイテムのパーソナライズされたランキングを生成します。パーソナ
ライズされたランキングは、特定のユーザー向けに再ランク付けされた推奨アイテムのリストです。こ
れは、検索結果、プロモーション、厳選されたリストなど、順序付けされたアイテムのコレクションがあ
り、ユーザーごとにパーソナライズされた再ランク付けを提供する場合に有益です。

モデルをトレーニングするために、Personalized-Ranking レシピは、Interactions データセットのデータを
使用し、ユーザーがそのモデルを作成した場合は、データセットグループの Items データセットと Users 
データセット (これらのデータセットはオプションです) を使用します。Personalized-Ranking を使用する
と、Items データセットに 非構造化テキストメタデータ (p. 15) を含めることができ、Interactions データ
セットに コンテキストメタデータ (p. 12) を含めることができます。パーソナライズされたランキングを
取得するには、GetPersonalizedRanking (p. 555) API を使用します。

ソリューションバージョンを作成したら、ソリューションバージョンとデータを常に最新の状態に保っ
てください。Personalized-Ranking では、新しいソリューションバージョンを手動で作成 (モデルを再
トレーニング) して、カタログの更新を反映し、ユーザーの最新の動作でモデルを更新する必要がありま
す。次に、ソリューションバージョンを使用してキャンペーンを更新する必要があります。詳細について
は、「レコメンデーションの関連性の維持 (p. 258)」を参照してください。

Note

ランキングのためにインタラクションデータを含まないアイテムを指定した場合、Amazon 
Personalize は、これらのアイテムを、レコメンデーションスコアなしで返します 
GetPersonalizedRanking API レスポンス。

このレシピには以下のプロパティがあります。

• [Name] (名前) – aws-personalized-ranking
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-personalized-
ranking

• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-personalized-ranking
• 機能変換 ARN – arn:aws:personalize:::feature-transformation/JSON-percentile-
filtering

• レシピタイプ – PERSONALIZED_RANKING

ハイパーパラメータ

以下の表では、Personalize-Ranking レシピのハイパーパラメータについて説明します。ハイパーパラメー
タは、モデルパフォーマンスを向上させるために調整できるアルゴリズムパラメータです。アルゴリズム
のハイパーパラメータは、モデルの実行方法を制御します。特徴化のハイパーパラメータは、トレーニン
グで使用するデータのフィルタリング方法を制御します。ハイパーパラメータに最適な値を選択するプロ
セスは、ハイパーパラメータの最適化 (HPO) と呼ばれます。詳細については、「ハイパーパラメータおよ
び HPO (p. 203)」を参照してください。

このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。

• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点数)、カテゴリ (ブール、リスト、文字列)
• HPO チューニング可能: パラメータはハイパーパラメータ最適化 (HPO) に参加できますか?
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名前 説明

アルゴリズムのハイパーパラメータ

hidden_dimension モデルで使用される非表示変数の数。非表示の変数は、
ユーザーの購入履歴と商品統計を再作成して、ラン
キングスコアを生成します。インタラクションデータ
セットにより複雑なパターンが含まれている場合は、
より多くの非表示ディメンションを指定します。使
用する非表示のディメンションが多くなると、データ
セットが大きくなり、処理時間が長くなります。最適
な値を決定するには、HPO を使用します。HPO を使
用するには、CreateSolution (p. 419) オペレーション
CreateSolutionVersion (p. 424) とオペレーションを呼び
出すときに performHPO を true に設定します。

デフォルト値: 149

範囲: [32、256]

値のタイプ: 整数

HPO チューニング可能: はい

bptt 通し時間のバックプロパゲーションの手法を使用するか
どうかを決定します。通し時間のバックプロパゲーショ
ンは、再帰的なニューラルネットワークベースのアルゴリ
ズムの重みを更新する手法です。遅延報酬を早期イベント
に接続するには、長期クレジットに bptt を使用します。
たとえば、遅延報酬には、数回のクリック後に行われる購
入を指定できます。早期イベントは、最初のクリックにす
ることができます。クリックなどの同じイベントタイプ内
であっても、長期的な効果を考慮し、合計報酬を最大化す
ることをお勧めします。長期的な効果を考慮するには、よ
り大きい bptt 値を使用します。大きな bptt 値を使用す
るには、より大きいデータセットと長い処理時間が必要で
す。

デフォルト値: 32

範囲: [2, 32]

値のタイプ: 整数

HPO チューニング可能: はい

recency_mask モデルがインタラクションデータセットの最新の人気傾向
を考慮する必要があるかどうかを決定します。最新の人気
トレンドには、インタラクションイベントの基盤となるパ
ターンの突然の変化が含まれる可能性があります。最近の
イベントにより多くの重みを置くモデルをトレーニングす
るには、recency_mask を true に設定します。過去の
すべてのインタラクションを均等に重み付けするモデルを
トレーニングするには、recency_mask を false に設定
します。同じ重みを使用して適切なレコメンデーションを
取得するには、より大きなトレーニングデータセットが必
要になる場合があります。

デフォルト値: True
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名前 説明
範囲: True または False

値のタイプ: ブール値

HPO チューニング可能: はい

特徴化のハイパーパラメータ

min_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履歴の
長さの最小パーセンタイル。履歴の長さ は、
ユーザーに関するデータの合計量です。履歴
の長さが短いある割合のユーザーを除外するに
は、min_user_history_length_percentile を使用
します。履歴が短いユーザーは、多くの場合、ユーザーの
個人的なニーズや希望ではなく、アイテムの人気に基づく
パターンを表示します。それらを削除すると、データの基
盤となるパターンに重点を置いてモデルをトレーニングで
きます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、
ユーザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択しま
す。大部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する
値を設定することをお勧めします。

たとえば、min__user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.0

範囲: [0.0、1.0]

値のタイプ: 浮動小数点

HPO チューニング可能: いいえ
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名前 説明

max_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履
歴の長さの最大パーセンタイル。履歴の長
さ は、ユーザーに関するデータの合計量で
す。max_user_history_length_percentile を使用
して、ある割合の履歴の長さが長いユーザーを除外しま
す。これらのユーザーのデータにはノイズが含まれる傾向
があるためです。たとえば、ロボットに自動化されたイン
タラクションの長いリストがあるとします。これらのユー
ザーを削除することで、トレーニングのノイズが制限され
ます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、ユー
ザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択します。大
部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する値を設
定することをお勧めします。

たとえば、min__user_history_length_percentile 
to 0.05 と max_user_history_length_percentile 
to 0.95 を設定すると、履歴の長さが下位または上位 5% 
であるユーザーを除くすべてのユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.99

範囲: [0.0、1.0]

値のタイプ: 浮動小数点

HPO チューニング可能: いいえ

Personalized-Ranking サンプルノートブック
Personalized-Ranking レシピの使用方法を示すサンプル Jupyter ノートブックについては、「パーソナラ
イズされたランキングの例」を参照してください。

RELATED_ITEMS の recipe
Note

RELATED_ITEMS レシピはすべてインタラクションデータを使用します。商品メタデータもあ
り、Amazon Personalize がそれを使用して類似商品を検索できるようにしたい場合は、類似商品
レシピを選択してください。または、モデルにさらに多くのハイパーパラメータを設定する場合
は、SIMSレシピを選択してください。

RELATED_ITEMS レシピは、レコメンデーションを取得するときに指定したアイテムに類似するアイテム
を返します。RELATED_ITEMS レシピは次のとおりです。

• Similar-Items レシピ (p. 132)
• SIMS の recipe (p. 134)

Similar-Items (p. 132)
Similar-Items レシピは、指定したアイテムに類似するアイテムのレコメンデーションを生成します。イン
タラクションデータとアイテムメタデータの両方に基づいて類似度を計算します。Amazon Personalize が
レコメンデーションリクエストで指定したアイテム ID を見つけられない場合、レシピは人気のあるアイテ
ムをレコメンデーションとして返します。Similar-Items は、レコメンデーションを生成するときに Users 
データセット内のデータを使用しません。ただし、ユーザーデータセットのデータに基づいてレコメン
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デーションを絞り込むことはできます。詳細については、「レコメンデーションとユーザーセグメントの
フィルタリング (p. 288)」を参照してください。

SIMS (p. 134)
item-to-item 類似度 (SIMS) レシピは、インタラクションデータセット内のユーザー履歴内のアイテムの共
起に基づいて、特定のアイテムに類似したアイテムを生成します。アイテムに十分なユーザー行動データ
がない場合、または指定されたアイテム ID が見つからない場合、レシピは人気アイテムをレコメンデー
ションとして返します。

Similar-Items レシピ
Note

RELATED_ITEMS レシピはすべてインタラクションデータを使用します。商品メタデータもあ
り、Amazon Personalize にそれを使用して類似商品を検索させたい場合は、「類似商品」を選択
します。または、SIMS の recipe (p. 134)モデルにさらに多くのハイパーパラメータを設定する
場合は、を選択します。

Similar-Items (aws-similar-items) レシピは、指定したアイテムに類似するアイテムのレコメンデーション
を生成します。Similar-Items を使用すると、顧客が以前の行動や商品メタデータに基づいてカタログ内の
新しい商品を見つけやすくなります。類似アイテムを推奨すると、アプリケーションのユーザーエンゲー
ジメント、クリック率、およびコンバージョン率を高めるために、類似アイテムを推奨します。

Similar-Items は、インタラクションデータおよび提供されたアイテムのメタデータに基づいて類似度を計
算します。Interactions データセットのユーザー履歴でアイテムの共起が考慮されます。例えば、Similar-
Items を使用すると、Amazon Personalize は、顧客が類似の態様で頻繁に併せて購入するアイテム
や、別のユーザーも視聴し、かつ、説明が類似する映画を推奨できます (非構造化テキストメタデー
タ (p. 15))。カテゴリ別メタデータ (p. 15)

Similar-Items を使用して、GetRecommendations (p. 559) 操作 (または Amazon Personalize コンソール) 
でアイテム ID を指定すると、Amazon Personalize は類似アイテムのリストを返します。または、バッチ
ワークフローを使用して、在庫内のすべてのアイテムについて類似アイテムを取得できます (「バッチレ
コメンデーションとユーザーセグメントの取得 (カスタムリソース) (p. 242)」を参照)。

Similar-Items を使用するには、Interactions データセットには、履歴インタラクションとイベントインタラ
クション (組み合わせ) が少なくとも 1000 個必要です。より正確な予測を行うには、アイテムデータセッ
トを作成し、カタログ内のアイテムに関するメタデータをインポートすることもお勧めします。Similar-
Items は、レコメンデーションを生成するときに Users データセット内のデータを使用しません。ただ
し、ユーザーデータセットのデータに基づいてレコメンデーションを絞り込むことはできます。詳細につ
いては、「レコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (p. 288)」を参照してください。

コールドアイテム (インタラクションが 5 個未満のアイテム) に類似したアイテムについてのレコメンデー
ションを取得できます。Amazon Personalize がレコメンデーションリクエストまたはバッチ入力ファイル
で指定したアイテム ID を見つけられない場合、レシピは人気のあるアイテムをレコメンデーションとして
返します。

ソリューションバージョンを作成したら、必ずソリューションバージョンとデータを最新の状態に保って
ください。Similar-Items を使用すると、新しいソリューションバージョンを作成 (モデルを再トレーニン
グ) して、ユーザーの最新の動作でモデルを更新します。次に、確認し、ソリューションバージョンを使
用してキャンペーンを更新します。詳細については、「レコメンデーションの関連性の維持 (p. 258)」を
参照してください。

プロパティおよびハイパーパラメータ
Similar-Items レシピには、次のプロパティがあります。

• 名前 - aws-similar-items
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-similar-items
• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-similar-items
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詳細については、「レシピの説明を表示します。 (p. 102)」を参照してください。

以下の表では、Similar-Items レシピのハイパーパラメータを示しています。ハイパーパラメータは、モ
デルパフォーマンスを向上させるために調整できるアルゴリズムパラメータです。アルゴリズムのハイ
パーパラメータは、モデルの実行方法を制御します。ハイパーパラメータに最適な値を選択するプロセス
は、ハイパーパラメータの最適化 (HPO) と呼ばれます。詳細については、「ハイパーパラメータおよび 
HPO (p. 203)」を参照してください。

このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。

• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点)、カテゴリ別 (ブール値、リスト、文字列)
• HPO 調整可能: パラメータが HPO に参加できますか?

名前 説明

アルゴリズムのハイパーパラメータ

popularity_discount_factor 人気がレコメンデーションにどのように影響するかを設定
します。人気の高いアイテムを含めるには、0 に近い値を
指定してください。人気度が低くなるように、1 に近い値
を指定してください。

デフォルト値: 0.0

範囲: [0.0, 1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: いいえ

item_id_hidden_dim インタラクションデータに基づいてアイテム ID の埋め込
みをモデル化するために Amazon Personalize が使用する
隠れた変数の数。非表示の変数は、ユーザーの購入履歴
と商品統計を再作成して、ランキングスコアを生成しま
す。item_id_hidden_dim を使用するには、HPO を使
用し、最小範囲と最大範囲の値を指定する必要がありま
す。Amazon Personalize は、HPO を使用して、指定した
範囲内で最適な値を見つけます。Interactions データセッ
トが大きい場合は、指定する最大値を大きくします。最大
値を大きくすると、処理に時間がかかります。

HPO を使用するには、CreateSolution (p. 419) 操作を
呼び出すときにに performHPO および true を設定しま
す。

デフォルト値: 100

範囲: [30, 200]

値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

item_metadata_hidden_dim Amazon Personalize がアイテムメタデータ
をモデル化するために使用する隠れた変数の
数。item_metadata_hidden_dim を使用するに
は、HPO を使用し、最小範囲と最大範囲の値を指定する
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名前 説明
必要があります。Amazon Personalize は、HPO を使用し
て、指定した範囲内で最適な値を見つけます。Interactions 
データセットが大きい場合は、指定する最大値を大きくし
ます。最大値を大きくすると、処理に時間がかかります。

HPO を使用するには、CreateSolution (p. 419) 操作を
呼び出すときにに performHPO および true を設定しま
す。

デフォルト値: 100

範囲: [30, 200]

値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

SIMS の recipe
Note

RELATED_ITEMS レシピはすべてインタラクションデータを使用します。モデルにさらに多
くのハイパーパラメータを設定する場合は、「SIMS」を選択します。商品メタデータがあ
り、Amazon PersonalizeSimilar-Items レシピ (p. 132) がそれを使用して類似商品を検索できる
ようにする場合は、を選択します。

Item-to-item 類似性 (SIMS) レシピは、協調フィルタリングを使用して、レコメンデーションを取得する
ときに指定したアイテムに最も類似するアイテムを推奨します。SIMS は、色や料金などのアイテムメタ
データではなく、Interactions データセットを使用して類似性を判断します。SIMS は、Interactions データ
セットのユーザー履歴でアイテムの共起を識別して、類似アイテムを推奨します。例えば、SIMS を使用
すると、Amazon Personalize は、顧客が頻繁に併せて購入するコーヒーショップの商品や、別のユーザー
も視聴した映画を推奨できます。

アイテムに関する十分なユーザー行動データがない場合、または指定されたアイテム ID が見つからない場
合、SIMS は人気のあるアイテムを推奨します。ソリューションバージョンを作成したら、必ずソリュー
ションバージョンとデータを最新の状態に保ってください。SIMS では、新しいソリューションバージョ
ンを手動で作成 (モデルを再トレーニング) して、カタログに更新を含め、ユーザーの最新の動作でモデル
を更新します。次に、ソリューションバージョンを使用してキャンペーンを更新する必要があります。詳
細については、「レコメンデーションの関連性の維持 (p. 258)」を参照してください。

SIMS レシピには以下のプロパティがあります。

• 名前 - aws-sims
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-sims
• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-sims
• 機能変換 ARN – arn:aws:personalize:::feature-transformation/sims
• レシピタイプ – RELATED_ITEMS

以下の表では、SIMS レシピのハイパーパラメータについて説明します。ハイパーパラメータは、モデル
パフォーマンスを向上させるために調整できるアルゴリズムパラメータです。アルゴリズムのハイパー
パラメータは、モデルの実行方法を制御します。特徴化のハイパーパラメータは、トレーニングで使
用するデータのフィルタリング方法を制御します。ハイパーパラメータに最適な値を選択するプロセス
は、ハイパーパラメータの最適化 (HPO) と呼ばれます。詳細については、「ハイパーパラメータおよび 
HPO (p. 203)」を参照してください。
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このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。

• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点)、カテゴリ別 (ブール値、リスト、文字列)
• HPO 調整可能: パラメータがハイパーパラメータ最適化 (HPO) に参加できますか?

名前 説明

アルゴリズムのハイパーパラメータ

popularity_discount_factor 人気がレコメンデーションにどのように影響するかを設定
します。人気の高いアイテムを含めるには、0 に近い値を
指定してください。人気度が低くなるように、1 に近い値
を指定してください。

デフォルト値: 0.5

範囲: [0.0, 1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: はい

min_cointeraction_count アイテムのペア間の類似度を計算するために必要な同時イ
ンタラクションの最小数。たとえば、値が 3 の場合、アル
ゴリズムで類似度を計算するためには、両方のアイテムを
操作する 3 人以上のユーザーが必要であることを意味しま
す。

デフォルト値: 3

範囲: [0, 10]

値の型: 整数

HPO 調整可能: はい

特徴化のハイパーパラメータ

min_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履歴の
長さの最小パーセンタイル。履歴の長さは、ユー
ザーに関して利用可能なデータの合計量です。履
歴の長さが短いある割合のユーザーを除外するに
は、min_user_history_length_percentile を使用
します。履歴が短いユーザーは、多くの場合、ユーザーの
個人的なニーズや希望ではなく、アイテムの人気に基づく
パターンを表示します。それらを削除すると、データの基
盤となるパターンに重点を置いてモデルをトレーニングで
きます。ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、
ユーザー履歴の長さを確認した後で適切な値を選択しま
す。大部分のユーザーを保持し、エッジケースを削除する
値を設定することをお勧めします。

デフォルト値: 0.005

範囲: [0.0, 1.0]

値の型: 浮動小数点
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名前 説明
HPO 調整可能: いいえ

max_user_history_length_percentileモデルのトレーニングに含めるユーザー履歴の
長さの最大パーセンタイル。履歴の長さは、ユー
ザーに関して利用可能なデータの合計量です。履
歴の長さが長いある割合のユーザーを除外するに
は、max_user_history_length_percentile を使用
します。長い歴史を持つユーザーは、ノイズを含む傾向が
あります。たとえば、ロボットに自動化されたインタラク
ションの長いリストがあるとします。これらのユーザーを
削除することで、トレーニングのノイズが制限されます。
ヒストグラムまたは同様のツールを使用して、ユーザー履
歴の長さを確認した後で適切な値を選択します。大部分の
ユーザーを保持し、エッジケースを削除する値を設定する
ことをお勧めします。

たとえば、min_hist_length_percentile = 0.05 と
max_hist_length_percentile = 0.95 には、履歴の
長さが下位または上位 5% であるユーザーを除くすべての
ユーザーが含まれます。

デフォルト値: 0.995

範囲: [0.0, 1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: いいえ

min_item_interaction_count_percentileモデルのトレーニングに含めるアイテムのや
り取りの最小パーセンタイル数。インタラク
ション履歴が短いアイテムの割合を除外するに
は、min_item_interaction_count_percentile を
使用します。履歴が短いアイテムは、多くの場合、新しい
アイテムです。それらを削除すると、既知の履歴を持つア
イテムに重点を置いてモデルをトレーニングできます。ヒ
ストグラムまたは同様のツールを使用して、ユーザー履歴
の長さを確認した後で適切な値を選択します。大部分のア
イテムを保持し、エッジケースを削除する値を設定するこ
とをお勧めします。

デフォルト値: 0.01

範囲: [0.0, 1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: いいえ
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名前 説明

max_item_interaction_count_percentileモデルのトレーニングに含めるアイテムのや
り取りの最大パーセンタイル数。インタラク
ション履歴が長いアイテムの割合を除外するに
は、max_item_interaction_count_percentile を
使用します。履歴が長いアイテムは古い傾向があり、最新
のものではなくなっている可能性があります。たとえば、
絶版になっている映画のリリースがあります。これらのア
イテムを削除すると、より関連性の高いアイテムに重点を
置くことができます。ヒストグラムまたは同様のツールを
使用して、ユーザー履歴の長さを確認した後で適切な値を
選択します。大部分のアイテムを保持し、エッジケースを
削除する値を設定することをお勧めします。

たとえ
ば、min_item_interaction_count_percentile = 
0.05 と max_item_interaction_count_percentile 
= 0.95 には、インタラクションカウントが下位または上
位 5% であるアイテムを除くすべてのアイテムが含まれま
す。

デフォルト値: 0.9

範囲: [0.0, 1.0]

値の型: 浮動小数点

HPO 調整可能: いいえ

SIMS サンプルノートブック
SIMS レシピの使用方法を示す Jupyter ノートブックのサンプルについては、「Finding similar items + 
HPO」を参照してください。

USER_SEGMETION レシピ
USER_SEGMENTATION レシピは、アイテム入力データに基づいてユーザーのセグメントを生成します。
各ユーザーセグメントは、各ユーザーがインベントリ内のアイテムを操作する確率に基づいて、降順に
ソートされます。USER_SEGMENTATION レシピを使用して、アイテムまたはアイテム属性のプリファレ
ンスに基づいてカタログを操作するユーザーのセグメントを作成します。たとえば、特定の映画を視聴し
たり、ブランド別に特定の製品を購入したりする可能性が高いユーザーを対象としたマーケティングキャ
ンペーンを作成できます。

アイテムのアフィニティ (p. 138)
アイテムアフィニティ (aws-item-affinity) レシピは、指定した各項目に対してユーザーセグメントを作成す
る USER_SEGMENTATION レシピです。

モデルをトレーニングするために、Item-Affinity レシピは、データセットグループのインタラクションデー
タセットと Items データセットを使用します。ユーザーセグメントを作成するには、Item-Affinity レシピを
使用してソリューションバージョンをトレーニングし、バッチセグメントジョブ (p. 253)。

アイテム-属性-アフィニティ (p. 139)
アイテム-属性-アフィニティ (aws-item-attribute-affinity) レシピは、指定したアイテム属性ごとにユーザー
セグメントを作成する USER_SEGMENTATION レシピです。

137

https://github.com/aws-samples/amazon-personalize-samples/blob/master/next_steps/core_use_cases/related_items/personalize_sims_example.ipynb
https://github.com/aws-samples/amazon-personalize-samples/blob/master/next_steps/core_use_cases/related_items/personalize_sims_example.ipynb


Amazon Personalize デベロッパーガイド
USER_SEGMETION レシピ

モデルをトレーニングするために、アイテム-Attribut-Affinity レシピは、データセットグループのインタラ
クションデータセットとアイテムデータセットを使用します。ユーザーセグメントを作成するには、アイ
テム属性-アフィニティレシピを使用してソリューションバージョンをトレーニングし、バッチセグメント
ジョブ (p. 253)。

Item-Affinity レシピ
Item-Affinity (aws-item-affinity) レシピは、指定したアイテムごとにユーザーセグメント (ユーザーのグルー
プ) を作成する USER_SEGMENTATION レシピです。これらは、Amazon Personalize が各商品を操作す
る可能性が最も高いと予測しているユーザーです。Item-Affinity を使用して、ユーザーの詳細を確認し、そ
れぞれのユーザーセグメントに基づいてアクションを実行します。

例えば、カタログ内のアイテムに関するユーザーの嗜好に基づいて、小売アプリケーションのマーケティ
ングキャンペーンを作成したい場合があります。Item-Affinity は、Interactions と Items のデータセットの
データに基づいて、各アイテムについてユーザーセグメントを作成します。これを使用して、アクショ
ン (アイテムのクリックやアイテムの購入など) を実行する可能性に基づいて、さまざまなアイテムをさま
ざまなユーザーセグメントにプロモーションできます。さまざまなユーザーの組み合わせに対する製品の
クロスセリングや、採用可能性のある求人応募者の特定なども、他の用途の例として挙げることができま
す。

アイテムに基づいてユーザーセグメントを取得するには、Item-Affinity レシピを使用してソリューション
とソリューションバージョンを作成し、JSON 形式のアイテムのリストを Amazon S3 バケットに追加し
て、バッチセグメントジョブ (p. 253)を作成します。Amazon Personalize は、各アイテムのユーザーセ
グメントを Amazon S3 の出力場所に出力します。入力データには、ユーザーセグメントを取得できる最
大 500 アイテムを設定できます。バッチセグメントジョブの入力データの準備については、「バッチ入力
データの準備とインポート (p. 244)」を参照してください。

Item-Affinity を使用するには、Interactions データセットが必要です。アイテムとユーザーデータセット
はオプションです。バッチセグメントジョブでユーザーセグメントを取得できます。詳細については、
「バッチレコメンデーションとユーザーセグメントの取得 (カスタムリソース) (p. 242)」を参照してくだ
さい。

ソリューションバージョンを作成したら、ソリューションバージョンとデータを常に最新の状態に保って
ください。Item-Affinity を使用するには、新しいソリューションバージョンを手動で作成 (モデルを再ト
レーニング) して、カタログへの更新と、ユーザーの最新の動作でモデルを更新する必要があります。次
に、ソリューションバージョンを使用してキャンペーンを更新する必要があります。詳細については、
「レコメンデーションの関連性の維持 (p. 258)」を参照してください。アイテムのユーザーセグメント
を取得するには、ソリューションバージョンを作成した時点でそのアイテムが存在している必要がありま
す。

Item-Affinity レシピには、次のプロパティがあります。

• [Name] (名前) – aws-item-affinity
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-item-affinity
• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-item-affinity
• 機能変換 ARN – arn:aws:personalize:::feature-transformation/item-affinity
• レシピタイプ – USER_SEGMENTATION

以下の表では、Item-Affinity レシピのハイパーパラメータを示しています。ハイパーパラメータは、モデル
パフォーマンスを向上させるために調整するアルゴリズムパラメータです。アルゴリズムのハイパーパラ
メータは、モデルの実行方法を制御します。Item-Affinity レシピでハイパーパラメータ最適化 (HPO) を使
用することはできません。

このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。

• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点数)、カテゴリ (ブール、リスト、文字列)
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名前 説明

アルゴリズムのハイパーパラメータ

hidden_dimension モデルで使用される非表示変数の数。非表示の変数は、
ユーザーの購入履歴と商品統計を再作成して、ランキング
スコアを生成します。インタラクションデータセットによ
り複雑なパターンが含まれている場合は、より多くの非表
示ディメンションを指定します。使用する非表示のディメ
ンションが多くなると、データセットが大きくなり、処理
時間が長くなります。

デフォルト値: 149

範囲: [32、256]

値のタイプ: 整数

Item-Attribute-Affinity レシピ
Item-Affinity (aws-item-attribute-affinity) レシピは、指定した各アイテム属性のユーザーセグメント (ユー
ザーのグループ) を作成する USER_SEGMENTATION レシピです。これらは、Amazon Personalize が特
定の属性を持つ商品を扱う可能性が最も高いと予測しているユーザーです。Item-Attribute-Affinity を使用し
て、ユーザーの詳細を確認し、それぞれのユーザーセグメントに基づいてアクションを実行します。

例えば、カタログ内の靴の種類に関するユーザーの嗜好に基づいて、小売アプリケーションのマーケティ
ングキャンペーンを作成したい場合があります。Item-Attribute-Affinity は、Interactions と Items のデー
タセットに含まれる靴の種類に基づく各データについてユーザーセグメントを作成します。これを使用し
て、アクション (靴のクリックや靴の購入など) を実行する可能性に基づいて、さまざまな靴をさまざま
なユーザーセグメントにプロモーションできます。他の用途には、さまざまな映画ジャンルをさまざまな
ユーザーに宣伝したり、職種に基づいて採用可能性のある求人応募者を特定することなども、他の用途の
例として挙げることができます。

アイテム属性に基づいてユーザーセグメントを取得するには、Item-Attribute-Affinity レシピを使用してソ
リューションとソリューションバージョンを作成し、JSON 形式のアイテム属性のリストを Amazon S3 
バケットに追加して、バッチセグメントジョブ (p. 253)を作成します。Amazon Personalize は、各アイ
テムのユーザーセグメントを Amazon S3 の出力場所に出力します。入力データには最大 10 個のクエリを
含めることができ、各クエリは 1 つ以上の項目属性です。バッチセグメントジョブの入力データの準備に
ついては、「バッチ入力データの準備とインポート (p. 244)」を参照してください。

Item-Attribute-Affinity.を使用するには、Interactions データセットと Items データセットが必要です。Items 
データセットには、テキストではなく、かつ、予約されていないメタデータ列である列が少なくとも 1 つ
必要です。バッチセグメントジョブでユーザーセグメントを取得できます。詳細については、「バッチレ
コメンデーションとユーザーセグメントの取得 (カスタムリソース) (p. 242)」を参照してください。

ソリューションバージョンを作成したら、ソリューションバージョンとデータを常に最新の状態に保って
ください。Item-Affinity では、新しいソリューションバージョンを手動で作成 (モデルを再トレーニング) 
して、カタログへの更新を反映し、ユーザーの最新の動作でモデルを更新する必要があります。次に、ソ
リューションバージョンを使用してキャンペーンを更新する必要があります。詳細については、「レコメ
ンデーションの関連性の維持 (p. 258)」を参照してください。アイテム属性のユーザーセグメントを取得
するには、ソリューションバージョンを作成したときにアイテム属性が存在している必要があります。

Item-Attribute-Affinity レシピには、次のプロパティがあります。

• [Name] (名前) – aws-item-attribute-affinity
• レシピ Amazon リソースネーム (ARN) – arn:aws:personalize:::recipe/aws-item-
attribute-affinity
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• アルゴリズム ARN – arn:aws:personalize:::algorithm/aws-item-attribute-affinity
• 機能変換 ARN – arn:aws:personalize:::feature-transformation/item-attribute-
affinity

• レシピタイプ – USER_SEGMENTATION

次の表で、Item-Attribute-Affinity レシピのハイパーパラメータを示します。ハイパーパラメータは、モデル
パフォーマンスを向上させるために調整できるアルゴリズムパラメータです。アルゴリズムのハイパーパ
ラメータは、モデルの実行方法を制御します。Item-Attribute-Affinity レシピでハイパーパラメータ最適化 
(HPO) を使用することはできません。

このテーブルには、各ハイパーパラメータに関する以下の情報も含まれています。

• 範囲: [下限、上限]
• 値のタイプ: 整数、連続 (浮動小数点数)、カテゴリ (ブール、リスト、文字列)

名前 説明

アルゴリズムのハイパーパラメータ

hidden_dimension モデルで使用される非表示変数の数。非表示の変数は、
ユーザーの購入履歴と商品統計を再作成して、ランキング
スコアを生成します。インタラクションデータセットによ
り複雑なパターンが含まれている場合は、より多くの非表
示ディメンションを指定します。使用する非表示のディメ
ンションが多くなると、データセットが大きくなり、処理
時間が長くなります。

デフォルト値: 149

範囲: [32、256]

値のタイプ: 整数
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リソースと一致させましたか?

準備チェックリスト
Amazon Personalize の仕組みを確認して入門演習を完了したら、自分のデータで Amazon Personalize を
使用する準備を始めることができます。このチェックリストには、Amazon Personalize の機能、要件、お
よびデータガイダンスのリストが記載されています。計画に役立ちますし、Amazon Personalize でリソー
スを作成する際の参考にすることもできます。

トピック
• ユースケースを Amazon Personalize リソースと一致させましたか? (p. 141)
• 十分なインタラクションデータがありますか？ (p. 142)
• リアルタイムのイベントストリーミングアーキテクチャは導入されていますか? (p. 142)
• データは Amazon パーソナライズ用に最適化されていますか? (p. 142)
• レコメンデーションの改善に役立つオプションデータを収集していますか？ (p. 142)
• 推奨事項をテストする予定はありますか? (p. 143)
• 他にビジネス目標はありますか? (p. 143)

ユースケースを Amazon Personalize リソースと一
致させましたか?

Amazon Personalize のレコメンデーションは、次のユースケースに対応できます。

• ユーザー向けのパーソナライズされたレコメンデーションの生成
• 類似品または関連商品の推奨
• トレンド商品や人気商品をおすすめする
• 関連性による並べ替え (カスタムリソースのみ)
• ユーザーセグメントの生成 (カスタムリソースのみ)

Amazon Personalize は、ドメインベースのリソースと、これらのユースケースに合わせて設定されたカス
タムリソースを特徴としています。ドメインデータセットグループまたはカスタムデータセットグループ
を作成することから始めます。

• ドメインデータセットグループでは、VIDEO_ON_DEMAND または E コマースドメイン用に事前に設定
および最適化されたリソースを作成します。

ストリーミング動画または e コマースアプリケーションがある場合は、ドメインデータセットグルー
プで始めることをお勧めします。カスタムユースケース向けにトレーニングされたソリューションやソ
リューションバージョンなどのカスタムリソースを追加できます。

• カスタムデータセットグループでは、ユースケースに合ったレシピを選択します。次に、設定可能なソ
リューションとソリューションバージョン (トレーニングされた Amazon Personalize のレコメンデー
ションモデル) のみをトレーニングし、デプロイします。ストリーミング動画または e コマースアプリ
ケーションがない場合は、カスタムデータセットグループを作成することをおすすめします。それ以外
の場合は、ドメインデータセットグループから始めて、必要に応じてカスタムリソースを追加します。

Amazon Personalize で利用できるユースケースとカスタムレシピについては、を参照してくださいドメイ
ンのユースケースとカスタムレシピ (p. 97)。
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十分なインタラクションデータがありますか？
どのユースケースとレシピでも、25 人のユニークユーザーに対して 1,000 回以上のインタラクションがあ
り、それぞれ少なくとも 2 回のインタラクションが必要です。質の高いレコメンデーションについては、
少なくとも1,000人のユーザーから少なくとも50,000回のインタラクションを行い、それぞれ2回以上のイ
ンタラクションを行うことをお勧めします。

十分なデータがあるかどうかわからない場合は、Amazon Personalize コンソールを使用してデータをイン
ポートして分析できます。詳細については、「データセット内のデータの分析 (p. 273)」を参照してくだ
さい。

リアルタイムのイベントストリーミングアーキテク
チャは導入されていますか?

インタラクションデータが足りない場合は、Amazon Personalize を使用して追加のリアルタイムイベント
データを収集できます。いくつかのレシピとユースケースで、Amazon Personalize はユーザーの最新のア
クティビティから学習し、ユーザーがアプリケーションを使用するごとにレコメンデーションを更新でき
るようにします。

イベントがレコメンデーションに与える影響、サードパーティのイベント追跡サービスのリスト、実装例
など、イベントの記録については、を参照してくださいイベントの記録 (p. 261)。

データは Amazon パーソナライズ用に最適化され
ていますか?

データに次の内容を確認することをお勧めします。

• 欠落している値を確認してください。レコードの 70% 以上に、すべての属性に関するデータを含めるこ
とをお勧めします。NULL 値を許容する列は 70% 以上入力することをおすすめします。

• 命名規則の不一致、アイテムのカテゴリの重複、データセット間の ID の不一致、ID の重複など、デー
タの不正確さや問題を修正します。これらの問題は、レコメンデーションに悪影響を及ぼしたり、予期
しない動作につながる可能性があります。たとえば、データに「N/A」と「該当なし」の両方が含まれ
ていて、「N/A」のみに基づいてレコメンデーションを除外している場合があります。「該当なし」と
マークされたアイテムは、フィルターによって削除されません。

複数のジャンルの映画など、アイテムやユーザーが複数のカテゴリを持つことができる場合は、カテゴ
リ値を 1 つの属性にまとめ、各値を | 演算子で区切ります。たとえば、映画のジャンルデータは、アク
ション | アドベンチャー | スリラーかもしれません。

• 1 つの列に 30 個を超えるカテゴリを設定しないでください (ただし、その列にフィルタリング目的の
データが含まれている場合を除きます)。

推奨データの一覧と、Amazon Personalize を使用して問題を特定する方法については、を参照してくださ
いデータセット内のデータの分析 (p. 273)。

レコメンデーションの改善に役立つオプションデー
タを収集していますか？

次のデータは、レコメンデーションの関連性を高めるのに役立ちます。
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• イベントタイプ (ドメインデータセットグループのすべてのユースケースに必須)
• イベント値
• コンテキストメタデータ
• アイテムとユーザーのメタデータ

Amazon Personalize が使用できるデータの種類に関する詳細については、「」を参照してくださ
いAmazon Personalize にインポートできるデータの種類 (p. 10)。

推奨事項をテストする予定はありますか?
A/B テストを使用すると、さまざまなモデルのレコメンデーションとやり取りしているさまざまなユー
ザーグループの結果を比較できます。A/B テストは、さまざまなレコメンデーション戦略を比較し、レコ
メンデーションがビジネス目標の達成に役立っているかどうかを確認するのに役立ちます。

Amazon Personalize のレコメンデーションを使用して A/B テストを行うには、 CloudWatch Evidenly を
使用できます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「 CloudWatch Evidenly でロー
ンチと A/B テストを行う」を参照してください。

他にビジネス目標はありますか?
場合によっては、ユーザーに関連するレコメンデーションの生成に加えて、目標を定めることがありま
す。例えば、収益を最大化したり、特定のカテゴリの特定の種類の商品を宣伝する場合があります。次の 
Amazon Personalize の機能が役立ちます。

• プロモーション:プロモーションを使用すると、特定の割合の商品がビジネス要件を満たしていることを
確認できます。詳細については、「おすすめ商品の宣伝 (p. 232)」を参照してください。

• ビジネス目標に合わせた最適化:一部のカスタムデータセットグループレシピでは、ストリーミング時間
の最大化や収益の増加など、カスタム目的に合わせてソリューションを最適化できます。詳細について
は、「追加の目的のためのソリューションの最適化 (p. 199)」を参照してください。

• フィルタリングに関する推奨事項。フィルターを使用してビジネスルールをレコメンデーションに適用
します。フィルターを使用して、特定の種類のアイテムをレコメンデーションに含めたり、レコメン
デーションから除外したりできます。詳細については、「レコメンデーションとユーザーセグメントの
フィルタリング (p. 288)」を参照してください。
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Amazon Personalize
を確認したら準備チェックリスト (p. 141)、Amazon Personalize ワークフローを完了する準備が整いまし
た。

1. データセットグループの作成 (p. 144)

データセットグループは、Amazon Personalize のリソースのコンテナです。作成するデータセットグ
ループのタイプによって、Amazon Personalize ワークフローのステップ 3 で作成できるリソースが決
まります。
• ドメインデータセットグループを使用すると、VIDEO_ON_DEMAND または E コマースドメインの

ユースケース用に設定されたレコメンダーを作成できます。レコダーを使用して、レコデーション
を取得します。Amazon Personalize は、設定、トレーニング、更新を管理します。ドメインデータ
セットグループで始める場合でも、カスタムリソースを追加できます。

• カスタムデータセットグループでは、カスタムリソースのみを作成できます。これらには、ソリュー
ション、ソリューションバージョン、キャンペーンが含まれます。これらのリソースについては、構
成、更新、再トレーニングをより細かく制御できます。

2. データの準備とインポート (p. 148)

アイテム、ユーザー、およびインタラクションのレコードをデータセットにインポートします (データ
用の Amazon Personalize のコンテナ)。Amazon Personalize データセットにデータをインポートする
と、そのデータを分析したり、Amazon S3 バケットにエクスポートしたり、更新したり、データセッ
トを削除して削除したりできます。詳細については、「データを管理する (p. 273)」を参照してくだ
さい。

3. ドメインレコメンダーまたはカスタムリソースの作成 (p. 196)

データをインポートしたら、ドメインレコメンダー (ドメインデータセットグループ用) またはカスタム
リソース (カスタムデータセットグループ用) を作成して、データでモデルをトレーニングします。これ
らのリソースを使用して、レコデーションを取得します。

4. おすすめ情報を入手する (p. 228)

レコメンダーまたはカスタムキャンペーンを使用してレコメンデーションを入手してください。カスタ
ムデータセットグループでは、レコメンデーションやユーザーセグメントを一括して取得することもで
きます。

Amazon Personalize ワークフローを初めて完了した後は、データを最新の状態に保ち、カスタムソリュー
ションを定期的に再トレーニングします。これにより、モデルはユーザーの最新のアクティビティから学
習し、レコメンデーションの関連性を維持および改善できます。詳細については、「レコメンデーション
の関連性の維持 (p. 258)」を参照してください。

ステップ 1: データセットグループを作成する
Amazon Personalize を使い始めると、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は、
データセット、ドメインレコメンダー、カスタムリソースなどの Amazon Personalize リソースのコンテ
ナです。データセットグループは、リソースを独立したコレクションにまとめるため、あるデータセット
グループのリソースが他のデータセットグループのリソースに影響を与えることはできません。

ビジネスドメインごとにデータセットグループを作成します。例えば、ストリーミング動画のレコメン
デーションを提供するアプリケーションと、オーディオブックのレコメンデーションを提供する別のアプ
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リケーションがあるとします。Amazon Personalize では、アプリケーションごとにデータセットグルー
プを作成します。これにより、あるアプリケーションのデータが、Amazon Personalize が他のアプリケー
ション用に生成するレコメンデーションに影響を与えません。

ドメインデータセットグループまたはカスタムデータセットグループを作成できます。

• ドメインデータセットグループでは、さまざまなユースケースに合わせて事前に構成および最適化され
たリソースを作成します。データセットグループを作成するときは、VIDEO_ON_DEMAND または E 
COMMERCE のドメインを指定して、それをドメインデータセットグループにします。

ストリーミング動画または e コマースアプリケーションがある場合は、ドメインデータセットグループ
を作成することをおすすめします。カスタムユースケース向けにトレーニングされたソリューションや
ソリューションバージョンなどのカスタムリソースを追加できます。

• カスタムデータセットグループには、ユースケースに応じて構成するカスタムリソースのみが含まれ
ます。カスタムリソースを使用すると、ビジネスニーズに基づいて、設定可能なソリューションとソ
リューションバージョン (トレーニングされた Amazon Personalize のレコメンデーションモデル) をカ
スタムし、デプロイします。VIDEO_ON_DEMAND または E コマースアプリケーションがない場合は、
カスタムデータセットグループを作成することをお勧めします。それ以外の場合は、ドメインデータ
セットグループから始めて、必要に応じてカスタムリソースを追加することをお勧めします。

Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI) またはAWS SDK を使用して
データセットグループを作成できます。

トピック
• データセットグループの作成 (コンソール) (p. 145)
• データセットグループの作成 (AWS CLI) (p. 146)
• データセットグループの作成 (AWS SDK) (p. 146)

データセットグループの作成 (コンソール)
Amazon Personalize コンソールでデータセットグループ名を指定して、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には

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [データセットグループの作成] を選択します。
3. Amazon Personalize を初めて使用する場合は、[Create dataset group] (データセットグループを作成) 

のページの [New dataset group] (新しいデータセットグループ) で、[Get started] (使用を開始) を選択
します。

4. [Dataset group details (データセットグループの詳細)] で [Dataset group name (データセットグループ
名)] にデータセットグループの名前を指定します。

5. ドメインを選択してください:

• E コマースを選択し、E コマースドメインデータセットグループを作成します。
• VIDEO_ON_DEMAND ドメインデータセットグループを作成するには、「ビデオオンデマンド」を

選択します。
• カスタムを選択すると、ソリューション、キャンペーン、バッチ推論ジョブなどのカスタムリソー

スのみを含むカスタムデータセットグループを作成できます。
6. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon Personalize リソースのタグ付けの詳

細については、「」を参照してくださいAmazon Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。
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7. [データセットグループの作成] を選択します。「概要」ページが表示されます。これで、データをイ
ンポートする準備が整いました。ステップ 2: データの準備 (p. 148) を参照してください。

データセットグループの作成 (AWS CLI)
データセットグループを作成するには、create-dataset-groupオペレーションを使用しま
す。ドメインデータセットグループを作成するには、ECOMMERCEドメインにまたはを指定しま
すVIDEO_ON_DEMAND。カスタムデータセットグループを作成するには、ドメインを指定しないでくださ
い。タグパラメータを使用して、オプションで Amazon Personalize のリソースにタグを付けることがで
きます。サンプルについては、を参照してくださいタグを追加する (AWS CLI) (p. 324)。

次のコードは、VIDEO_ON_DEMANDドメインのドメインデータセットグループを作成します。

aws personalize create-dataset-group \
--name dataset-group-name \
--domain VIDEO_ON_DEMAND

成功した場合、データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN) が次のように表示されます。

{ 
  "datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/DatasetGroupName"
}

後で使用するためにこの値を記録します。作成したデータセットグループを表示するには、describe-
dataset-group コマンドを使用して、返されたデータセットグループの ARN を指定します。

aws personalize describe-dataset-group \
--dataset-group-arn dataset group arn
    

データセットグループとそのプロパティは、次のように表示されます。

{ 
    "datasetGroup": { 
        "name": "DatasetGroupName", 
        "datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
DatasetGroupName", 
        "status": "ACTIVE", 
        "creationDateTime": 1542392161.262, 
        "lastUpdatedDateTime": 1542396513.377 
    }
}

statusデータセットグループが ACTIVE になると、データをインポートする準備が整います。詳細につ
いては、「ステップ 2: データの準備 (p. 148)」を参照してください。

データセットグループの作成 (AWS SDK)
次のコードを使用して、ドメインデータセットグループを作成します。ドメインデータセットグループに
名前を付けdomain、ECOMMERCEにはまたはを指定しますVIDEO_ON_DEMAND。カスタムデータセットグ
ループを作成するには、コードを変更してドメインパラメーターを削除します。

API 操作の詳細については、API リファレンスのセクションの「CreateDatasetGroup (p. 395)」を参照し
てください。タグパラメータを使用して、オプションで Amazon Personalize のリソースにタグを付ける
ことができます。サンプルについては、を参照してくださいタグ (AWSSDK) の追加 (p. 324)。
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SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.create_dataset_group( 
  name = 'dataset group name', 
  domain = 'business domain'
)
dsg_arn = response['datasetGroupArn']

description = personalize.describe_dataset_group(datasetGroupArn = dsg_arn)
['datasetGroup']

print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['datasetGroupArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x

public static String createDomainDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                              String datasetGroupName, 
                                              String domain) { 

    try { 
        CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest = 
 CreateDatasetGroupRequest.builder() 
                .name(datasetGroupName) 
                .domain(domain) 
                .build(); 
        return 
 personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn(); 
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    } 
    return "";
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import {  CreateDatasetGroupCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";

// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

// Set the domain dataset group parameters.
export const domainDatasetGroupParams = { 
  name: 'NAME',  /* required */ 
  domain: 'DOMAIN'   /* required for a domain dsg, specify ECOMMERCE or VIDEO_ON_DEMAND 
 */
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateDatasetGroupCommand(domainDatasetGroupParams)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 

147



Amazon Personalize デベロッパーガイド
ステップ 2: データの準備

    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

DescribeDatasetGroup (p. 458) 操作は、datasetGroupArn と操作のステータスを返しま
す。statusデータセットグループが ACTIVE になると、データをインポートする準備が整います。詳細
については、「ステップ 2: データの準備 (p. 148)」を参照してください。

ステップ 2: データの準備
Amazon Personalize は、データを使用して、ユーザーおよびユーザーセグメントレコデーション データ
には、25人のユニークユーザーに対して少なくとも1,000件のインタラクションがあり、それぞれ少なく
とも2回のインタラクションが必要です。質の高いレコメンデーションについては、少なくとも1,000人の
ユーザーから少なくとも50,000回のインタラクションを行い、それぞれ2回以上のインタラクションを行
うことをお勧めします。

データをインポートする場合、レコードを一括でインポートするか、個別またはまたはその両方とするか
を選択できます。

• 一括インポートでは、多数の履歴レコードを一度にインポートします。Data Wrangler と複数のデータ
ソースを使用して、 SageMaker バルクデータを準備してインポートできます。または、バルクデータ
を自分で準備し、Amazon S3 の CSV ファイルから Amazon Personalize に直接インポートすることも
できます。

• 個別インポートでは、Amazon Personalize コンソールと API 操作で個々のレコードインポート また、
ライブイベントのインタラクションデータをリアルタイムでインポートすることもできます。

Amazon Personalize データセットにデータをインポートすると、そのデータを分析したり、Amazon S3 
バケットにエクスポートしたり、更新したり、データセットを削除して削除したりできます。詳細につい
ては、「データを管理する (p. 273)」を参照してください。

カタログが大きくなってきたら、一括または個別的なインポート操作で履歴データを更新するようにしま
す。リアルタイムレコデーション そのためには、PutEvents (p. 549)イベントトラッカーとオペレーショ
ンを使ってリアルタイムのインタラクションイベントを記録します。詳細については、「イベントの記
録 (p. 261)」を参照してください。

トピック
• バルデータの準備とインポート (p. 148)
• 個々の (p. 172)

バルデータの準備とインポート
完了するとステップ 1: データセットグループを作成する (p. 144)、大量の履歴データを User-Amazon 
Personalize にインポートする準備が整います。バルクレコードのインポートには、次の 2 つの方法があ
ります。

• Amazon SageMaker Data Wrangler を使用すると、40 以上のソースからデータをインポートし、ビジュ
アライゼーションを生成して Amazon Personalize 固有のインサイトを生成し、Amazon Personalize の
要件を満たすように変換できます。

• バルクデータをデータセットに直接インポートできます。直接インポートする場合、Amazon 
Personalize の要件を満たすようにデータを手動でフォーマットし、Amazon S3 にアップロードしま
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す。次に、スキーマとデータセットを作成し、データセットのインポートジョブを使用してデータを
データセットに直接インポートします。

Amazon Personalize データセットにデータをインポートすると、そのデータを分析したり、Amazon S3 
バケットにエクスポートしたり、更新したり、データセットを削除して削除したりできます。詳細につい
ては、「データを管理する (p. 273)」を参照してください。

一括レコードのフィルター更新

一括インポートを完了してから 20 分以内に、User-Amazon Personalize は、ユーザーが作成したすべ
てのフィルターを、新しいアイテムおよびユーザーデータで更新します。この更新により、UAmazon 
Personalize は、レコメンデーションをフィルタリングするときに最新のデータを使用できるようになりま
す。

新しいレコードがレコメンデーションに及ぼす影響

レコメンデーションまたはカスタムソリューションバージョンを既に作成している、またはカスタムソ
リューションバージョンを既に作成している場合、新しいレコードは次のようにレコメンデーションに影
響を与えます。

• 一括操作の場合は、推薦者が更新（ドメインデータセットグループの場合）するか、新しいカスタムソ
リューションバージョンを作成するまで待つ必要があります。

• バルアイテムデータについて、自分の「レコメンデーション」を使用してレコメンデーションを作
成したり、ソリューションバージョンをトレーニングしてキャンペーンにデプロイした場合、User-
Personalization を使用してレコメンデーションレコメンデーションを使用してレコメンデーションをレ
コメンデーションでレコメンデーションを使用してレコメンデーションを作成したり、ソリューション
バージョンをトレーニングしてキャンペーンにデプロイした場合、User-PAmazon Personalize は 2 時
間ごとにモデルを自動的に更新します。更新するたびに、探索で新しいアイテムをレコメンデーション
に含めることができます。探索については、「自動更新 (p. 106)」を参照してください。

その他のユースケースやレシピについては、レコメンデーションに含まれる新しいアイテムをレコメン
デーションに含めるためにモデルを再トレーニングする必要があります。

• インタラクションデータを持たない新規ユーザーの場合、推奨は最初は人気商品のみを対象としていま
す。ユーザーデータセットにユーザーに関するメタデータがあり、メタデータを使用するユースケー
スやレシピ（自分におすすめ）、「自分におすすめ」（ユースケース）、「ユーザーパーソナライゼー
ション」や「パーソナライズされたランキング」（レシピ）を選択すると、これらの人気の高い項目が
ユーザーにとってより関連性が高くなる可能性があります。

新規ユーザーに対してより関連性の高いレコメンデーションを得るには、そのユーザーのインタラク
ションデータをさらにインポートできます。

トピック
• データデータデータデータデータデータデータ (p. 149)
• Amazon SageMaker データラングラーによるデータのインポート (p. 152)
• Amazon Personalize データセットへのデータの直接インポート (p. 160)

データデータデータデータデータデータデータ
データをインポートする前に、データが正しくフォーマットされていることを確認してください。データ
のフォーマット方法がわからない場合は、Amazon データラングラー ( SageMaker データラングラー) を
使用してデータを準備できます。詳細については、「Amazon SageMaker データラングラーによるデータ
のインポート (p. 152)」を参照してください。

データ準備に Data Wrangler を使用しない場合は、データを準備するときにスキーマ JSON ファイルを作
成することをお勧めします。Amazon Personalize データセットを作成するときは、スキーマを指定する必
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要があります。スキーマを作成するときにデータを準備しておくと、データが Amazon Personalize の要
件を満たしていることを確認するのに役立ちます。

スキーマはデータと一致し、に記載されている要件に従う必要がありますデータセットとスキー
マ (p. 77)。これらの要件を参考にしてデータをフォーマットしてください。列名を変更するか、ID フィー
ルドなどの不足している列を追加する必要がある場合があります。

データデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデー
タデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータ

• 入力データは CSV V V (カンママ区切り値) ファイルである必要があります。
• CSV V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ヘッダーを引用符 (") で囲まないでくださ

い。
• データセットタイプに必要なフィールドがあり、その名前が Amazon Personalize の要件と一致し

ていることを確認してください。たとえば、商品データには、各商品の ID が記載された列がある場
合があります。ITEM_IDENTIFICATION_NUMBERこの列を ITEM_ID フィールドとして使用するに
は、ITEM_ID列の名前をに変更します。データラングラーを使用してデータをフォーマットする場合
は、Amazon Personalize Data Wrangler トランスフォームのマップ列を使用して、列に正しい名前が付
けられていることを確認できます。

パス形式フィールドの詳細については、「」を参照してくださいデータセットとスキーマ (p. 77)。Data 
Wrangler を使用してデータを準備する方法については、を参照してくださいAmazon SageMaker デー
タラングラーによるデータのインポート (p. 152)。

• CSV V V V V V V V V V パス形式パス形式パス形式パス形式パス形式パス形式パス形式パス形式オプ
ション。

• 各列のデータ型はスキーマに対応している必要があります。データラングラーを使用してデータを
フォーマットする場合は、データラングラー変換の Parse Value as Type を使用してデータ型を変換で
きます。

• TIMESTAMPまた、CREATION_TIMESTAMPデータは UNIX エポックタイム形式である必要があります。
詳細については、「タイムスタンプのデータ (p. 151)」を参照してください。

• データに ASCII でエンコードされていない文字が含まれている場合は、CSV ファイルを UTF-8 形式で
エンコードする必要があります。

• インプレッションデータとカテゴリデータは、「」および「」明示的なインプレッションのフォーマッ
ト (p. 151)カテゴリ別データ (p. 152) で説明されているとおりにフォーマットしてください。

次のインタラクションデータは、映画のチケットを販売するウェブサイトからの過去のユーザーアクティ
ビティを表しています。このデータを使用して、ユーザーのインタラクションデータに基づいておすすめ
の映画を提供するモデルをトレーニングできます。

USER_ID,ITEM_ID,EVENT_TYPE,EVENT_VALUE,TIMESTAMP
196,242,click,15,881250949
186,302,click,13,891717742
22,377,click,10,878887116
244,51,click,20,880606923
166,346,click,10,886397596
298,474,click,40,884182806
115,265,click,20,881171488
253,465,click,50,891628467
305,451,click,30,886324817 
   

関連するインタラクションスキーマは次のとおりです:.

{ 
  "type": "record", 
  "name": "Interactions", 
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  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
    { 
      "name": "USER_ID", 
      "type": "string" 
    }, 
    { 
      "name": "ITEM_ID", 
      "type": "string" 
    }, 
    { "name": "EVENT_TYPE", 
      "type": "string" 
    }, 
    { 
      "name": "EVENT_VALUE", 
      "type": "float" 
    }, 
    { 
      "name": "TIMESTAMP", 
      "type": "long" 
    } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

Amazon Personalize には、USER_ID、ITEM_ID、および TIMESTAMP フィールドが必要です。USER_ID
は、アプリケーションのユーザーの識別子です。ITEM_ID は映画の識別子です。EVENT_TYPE と
EVENT_VALUE は、ユーザーアクティビティの識別子です。サンプルデータでは、click は映画の購入イ
ベントを表し、15 は映画の購入価格です。TIMESTAMP は、映画の購入が実行された Unix エポック時間
を表します。

タイムスタンプのデータ

TIMESTAMP (Interactions データセットの場合) または CREATION_TIMESTAMP (Items データセットの
場合) データなどのタイムスタンプデータは、Unix エポック時間 (秒) 形式である必要があります。例え
ば、2020 年 7 月 31 日の日付のエポックタイムスタンプ (秒) は 1596238243 です。日付を Unix エポック
タイムスタンプに変換するには、[Epoch converter - Unix timestamp converter] (エポックコンバーター - 
Unix タイムスタンプコンバーター) を使用します。

明示的なインプレッションのフォーマット

User-Personalization (p. 105) レシピを使用すると、インプレッションデータを記録およびアップロードで
きます。インプレッションは、ユーザーが特定のアイテムを操作( 例えば、クリック、視聴した (例えば、
クリック、視聴した (例えば、クリック、視聴した) ときに表示されたアイテムのリストです。インプレッ
ションデータを一括インポートしてアップロードするには、各アイテム ID を手動で記録します。履歴イン
タラクションデータの一部として値をバーティカルバー「|」の文字で区切ります。縦棒の文字は、インプ
レッションデータの 1000 文字の制限にカウントされます。インプレッションデータの詳細については、
「インプレッションデータ (p. 12)」を参照してください。

IMPRESSION 列に明示的なインプレッションを含む Interactions データセットからの短い抜粋を次に示し
ます。

EVENT_TYPE IMPRESSION ITEM_ID TIMESTAMP USER_ID

クリック 73|70|17|95|96 73 1586731606 USER_1

クリック 35|82|78|57|20|63|
1|90|76|75|49|71|
26|24|25|6

35 1586735164 USER_2
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EVENT_TYPE IMPRESSION ITEM_ID TIMESTAMP USER_ID

... ... ... ... ...

アプリケーションは、ユーザーに対して、 USER_1 アイテム、73、70、17、95 および 96 を表示し、
ユーザーは最終的にアイテム 73 を選択しました。このデータに基づいて新しいソリューションバージョ
ンを作成すると、アイテム 70、17、95、および 96 がユーザー USER_1 に推奨される頻度が低くなりま
す。

カテゴリ別データ

カテゴリ別文字列データを使用する場合に 1 つのアイテムに複数のカテゴリを含めるには、縦棒文字「|」
を使用して値を区切ります。たとえば、2 つのカテゴリがあるアイテムの場合、データ行は次のようにな
ります。

ITEM_ID,GENRE
item_123,horror|comedy

データをフォーマットしたら、Amazon S3 バケットにアップロードして、Amazon Personalize にイン
ポートできるようにします。詳細については、「Amazon S3 バケットへのアップロード (p. 160)」を参
照してください。

Amazon SageMaker データラングラーによるデータのインポー
ト

Important

Data Wrangler SageMaker を使用するとコストが発生します。課金および料金の詳細な一覧につ
いては、Amazon SageMaker  Personage の「Data Wrangler」タブを参照してください。追加
料金が発生しないように、終了したら Data Wrangler インスタンスをシャットダウンしてくださ
い。詳細については、「Data Wrangler のシャットダウン」を参照してください。

データセットグループを作成したら、Amazon SageMaker データラングラー (データラングラー) を使
用して 40 以上のソースから Amazon Personalize データセットにデータをインポートできます。Data 
Wrangler は、データをインポート、準備、 end-to-end 分析するソリューションを提供する Amazon 
SageMaker Studio の機能です。

Data Wrangler を使用してデータを準備およびインポートする場合、データフローを使用します。データ
フローは、データのインポートから始まる一連の機械学習データ準備ステップを定義します。フローにス
テップを追加するたびに、Data Wrangler はデータに対して変換やビジュアライゼーションの生成などの
アクションを実行します。

Amazon Personalize のデータを準備するためにフローに追加できるステップの一部を次に示します。

• インサイト:Amazon Personalize 固有のインサイトステップをフローに追加できます。これらの洞察
は、データと、それを改善するために取ることができるアクションについて学ぶのに役立ちます。

• ビジュアライゼーション:ビジュアライゼーションステップを追加して、ヒストグラムや散布図などのグ
ラフを生成できます。グラフは、外れ値や欠損値など、データ内の問題を発見するのに役立ちます。

• 変換:Amazon Personalize の特定および一般的な変換手順を使用して、データが Amazon Personalize の
要件を満たしていることを確認できます。Amazon Personalize 変換は、Amazon Personalize のデータ
セットタイプに応じて、データ列を必要な列にマッピングするのに役立ちます。

Amazon Personalize にデータをインポートする前に Data Wrangler を終了する必要がある場合
は、Amazon Personalize コンソールからデータラングラーを起動したときに同じデータセットタイプを選
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択して (p. 154)、中断したところに戻ることができます。または、 SageMaker スタジオから直接データ
ラングラーにアクセスすることもできます。

以下のように、データラングラーから Amazon Personalize にデータをインポートすることをお勧めしま
す。変換、可視化、分析のステップはオプションで繰り返し可能で、どの順序でも完了できます。

1. 権限の設定 (p. 153)-Amazon Personalize SageMaker とサービスロールの権限を設定します。そし
て、ユーザーにアクセス許可を設定します。

2. Amazon Personalize コンソールからデータラングラーを起動する (p. 154)-Amazon Personalize 
SageMaker コンソールを使用してドメインを設定し、データラングラーを起動します。

3. データラングラーにデータをインポート (p. 155)-40 以上のソースからデータラングラーにデータをイ
ンポートします。ソースには、Amazon Redshift、Amazon EMR、Amazon AthenaAWS などのサービ
スや、Snowflake、または Amazon Athena などのサードパーティが含まれます DataBricks。

4. データの視覚化と分析-データラングラーを使用してデータを視覚化し (p. 156)、Amazon Personalize 
固有のインサイトを通じて分析します。

5. データの変換-データラングラーを使用して (p. 158)、Amazon Personalize の要件を満たすようにデー
タを変換してください。Data Wrangler で得た洞察をトランスフォーメーションプロセスの指針として
活用してください。

6. データを処理して Amazon Personalize にインポートする (p. 159)- SageMaker Studio Jupyter ノート
ブックを使用して、処理されたデータを Amazon Personalize にインポートします。

追加情報

以下のリソースは、Amazon SageMaker データラングラーと Amazon Personalize の使用に関する追加情
報を提供します。

• サンプルデータセットの処理と変換を説明するチュートリアルについては、Amazon SageMaker 開発
者ガイドの「デモ:Data Wrangler Titanic データセットのチュートリアル」を参照してください。この
チュートリアルでは、データラングラーのフィールドと機能を紹介します。

• Amazon SageMaker ドメインへのオンボーディングについては、Amazon  SageMaker 開発者ガイド
の「クイックセットアップによる Amazon SageMaker ドメインへのオンボーディング」を参照してく
ださい。

• Amazon Personalize のデータ要件については、「」データデータデータデータデータデータデー
タ (p. 149) と「」を参照してくださいデータセットとスキーマ (p. 77)。

アクセス許可のセットアップ

Data Wrangler でデータを準備するには、次の権限を設定する必要があります。

• Amazon Personalize のサービスロールを作成する:まだ作成していない場合は、Amazon Personalize の
設定 (p. 17)の手順を実行して Amazon Personalize の IAM サービスロールを作成します。このロールに
はGetObject、処理されたデータを保存する Amazon S3ListBucket バケットに対する権限が必要で
す。また、AWS KMSどのキーを使用するアクセス権限も付与されている必要があります。

Amazon S3 バケットへのアクセス権を Amazon Personalize に付与する方法については、「」を参照し
てくださいAmazon Personalize に対する、Amazon S3 リソースへのアクセスの付与 (p. 23)。Amazon 
PersonalizeAWS KMS にキーへのアクセスを許可する方法については、を参照してくださいAWS KMS
キーAmazon Personalize ユーザーにアタッチする (p. 27)。

• SageMaker 権限を持つ管理者ユーザーの作成: SageMaker 管理者はドメインへのフルアクセス権を持
ち、 SageMaker ドメインを作成できる必要があります。詳細については、Amazon SageMaker 開発者
ガイドの「管理者ユーザーとグループの作成」を参照してください。

• SageMaker 実行ロールを作成する: SageMaker リソースと Amazon Personalize SageMaker 
のデータインポートオペレーションにアクセスできる実行ロールを作成します。 SageMaker
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AmazonSageMakerFullAccess実行ロールにはポリシーがアタッチされている必要があります。より
詳細なデータラングラー権限が必要な場合は、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「データラングラー
のセキュリティと権限」を参照してください。 SageMaker 役割の詳細については、「SageMaker 役
割」を参照してください。

Amazon Personalize のデータインポートオペレーションへのアクセスを許可するには、次の IAM 
SageMaker ポリシーを実行ロールにアタッチします。このポリシーは、Amazon Personalize に
データをインポートするために必要なアクセス許可を付与します。また、サービスが Amazon 
PersonalizePassRole ズの場合に権限を付与します。IAM ポリシーの作成方法については、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。IAM ポリシーをロールに適用する方法につ
いては、IAM ユーザーガイドの「IAM ID のアクセス許可の追加と削除」を参照してください。

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

Amazon Personalize からデータラングラーを起動する

Amazon Personalize からデータラングラーを起動するには、Amazon Personalize SageMaker コンソール
を使用してドメインを設定し、データラングラーを起動します。

Amazon Personalize からデータラングラーを起動するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、データセットグループを選択します。
3. 概要ページで、データセットのタイプに応じて、[インタラクションデータのインポート] または [ユー

ザーデータのインポート] または [アイテムデータのインポート] を選択します。
4. 「データラングラーを使用してデータをインポート」を選択します。
5. SageMaker ドメインについては、既存のドメインを使用するか、新しいドメインを作成するかを

選択します。 SageMaker Studio SageMaker のデータラングラーにアクセスするにはドメインが必
要です。ドメインとユーザープロファイルの詳細については、Amazon SageMaker 開発者ガイド
の「SageMaker ドメイン」を参照してください。

6. 既存のドメインを使用するには、SageMaker ドメインとユーザープロファイルを選択してドメインを
設定します。
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7. 新しいドメインを作成するには

• 新しいドメインに名前を付けます。
• ユーザープロファイル名を選択します。
• 「実行ロール」で、作成したロールを選択しますアクセス許可のセットアップ (p. 153)。また

は、 CreateRole 権限がある場合は、ロール作成ウィザードを使用して新しいロールを作成しま
す。AmazonSageMakerFullAccess使用するロールにはポリシーが添付されている必要がありま
す。

8. [Next] (次へ) を選択します。新しいドメインを作成する場合は、 SageMaker ドメインの作成を開始し
ます。これには最長 10 分かかることがあります。

9. SageMaker ドメインの詳細を確認します。
10. 「データラングラーでデータをインポート」を選択します。 SageMaker Studio が環境の作成を開始

し、完了すると、 SageMaker Studio の Data Wrangler のデータフローページが新しいタブで開きま
す。 SageMaker Studio が環境の作成を完了するまでに、最長 5 分かかることがあります。完了する
と、Data Wrangler へのデータのインポートを開始する準備が整います。詳細については、「データ
ラングラーへのデータのインポート (p. 155)」を参照してください。

データラングラーへのデータのインポート
SageMaker ドメインを設定し、新しいタブでデータラングラーを起動したら、ソースからデータラング
ラーにデータをインポートします。データラングラーを使用して Amazon Personalize 用のデータを準備
する場合、一度に 1 つのデータセットをインポートします。Interactions データセットから始めることをお
勧めします。データフローページから始めます。ページは次のように表示されます。

データのインポートを開始するには、[データのインポート] を選択し、データソースを指定します。
データラングラーは 40 以上のソースをサポートしています。これらには、Amazon Redshift、Amazon 
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EMR、Amazon AthenaAWS などのサービスや、Snowflake や Amazon Athena などのサードパーティが含
まれます DataBricks。データソースが異なれば、データの接続とインポートの手順も異なります。

step-by-step 利用可能なソースの一覧とデータのインポート方法については、Amazon SageMaker 開発者
ガイドの「インポート」を参照してください。

ビジュアライゼーションとデータインサイトの生成
データを Data Wrangler にインポートすると、そのデータを使用してビジュアライゼーションやデータイ
ンサイトを生成できます。

• ビジュアライゼーション (p. 156):Data Wrangler では、ヒストグラムや散布図など、さまざまなタイプ
のグラフを生成できます。たとえば、ヒストグラムを生成してデータ内の外れ値を識別できます。

• データインサイト (p. 156):Amazon Personalize のデータ品質およびインサイトレポートを使用する
と、データインサイトや列と行の統計を通じてデータについて知ることができます。このレポートで
は、データにタイプ上の問題があるかどうかを知ることができます。また、データを改善するためにど
のようなアクションを実行できるかを知ることができます。これらのアクションは、モデルトレーニン
グの要件など、Amazon Personalize のリソース要件を満たすのに役立つほか、推奨事項の改善にもつな
がります。

ビジュアライゼーションの生成

Data Wrangler を使用して、ヒストグラムや散布図など、さまざまなタイプのグラフを作成できます。た
とえば、ヒストグラムを生成してデータ内の外れ値を識別できます。データビジュアライゼーションを生
成するには、フローに分析ステップを追加し、分析タイプから作成するビジュアライゼーションを選択し
ます。

Data Wrangler でのビジュアライゼーションの作成の詳細については、Amazon SageMaker 開発者ガイド
の「分析と可視化」を参照してください。

Data Insights の生成

データラングラーを使用して、データセットタイプに固有の Amazon Personalize のデータ品質およびイ
ンサイトレポートを生成できます。

トピック
• レポートの内容 (p. 156)
• レポートの生成 (p. 158)

レポートの内容

Amazon Personalize のデータ品質およびインサイトレポートには、以下のセクションが含まれています。

• 概要:レポートの概要には、データセットの統計情報と優先度の高い警告が含まれます。
• データセットの統計:これには、インタラクションデータに含まれるユニークユーザー数などの

Amazon Personalize 固有の統計や、欠損値や外れ値の数などの一般的な統計が含まれます。
• 優先度の高い警告:これらは、トレーニングや推奨事項に最も影響する Amazon Personalize 固有のイ

ンサイトです。各警告には、問題を解決するために実行できる推奨アクションが含まれています。
• 重複行と不完全な行:これらのセクションには、どの行に欠損値があり、どの行がデータ内で重複してい

るかに関する情報が含まれます。
• 機能の概要:このセクションには、各列のデータ型、無効または欠落しているデータ情報、および警告数

が含まれます。
• 機能の詳細:このセクションには、各データ列の詳細情報が記載されたサブセクションが含まれていま

す。各サブセクションには、カテゴリ値の数や欠損値情報など、列の統計が含まれます。また、各サブ
セクションには、Amazon Personalize 固有のインサイトとデータ列に関する推奨アクションが含まれて
います。たとえば、ある列に 30 を超えるカテゴリがあることがインサイトからわかったとします。
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Data タイプの問題

このレポートでは、データタイプが正しくない列が特定され、必要なタイプが指定されます。これらの機
能に関連する洞察を得るには、列のデータ型を変換してレポートを再生成する必要があります。型を変換
するには、データラングラー変換の Parse Value を型として使用できます。

Amazon Personalize インサイト

わずかな文言の違いを除いて、Amazon Personalize 固有のインサイトは、Amazon Personalize でデー
タを分析したときに生成される可能性のある単一データセットインサイトと同じです。たとえば、Data 
Wrangler のインサイトレポートには、「インタラクションデータセットには、2 回以上のインタラクショ
ンを持つユニークユーザーが X 人しかいない」などのインサイトが含まれています。ただし、「アイテム
データセットの X% のアイテムには、インタラクションデータセットにインタラクションがない」などの
インサイトは含まれていません。

Amazon Personalize 固有のインサイトの一覧については、の複数のデータセットを参照しないインサイト
を参照してくださいデータInsights (p. 273)。

レポートの例

Amazon Personalize レポートのルックアンドフィールは、データラングラーの一般的なインサイトレポー
トと同じです。一般的なインサイトレポートの例については、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「デー
タとデータ品質に関する洞察を得る」を参照してください。次の例は、Interactions Data Data Data セット
のレポートの概要セクションがどのように表示されるかを示しています。データセットの統計情報と、優
先度が高いと思われるインタラクションデータセットの警告が含まれます。
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次の例は、インタラクションデータセットの EVENT_TYPE 列の機能詳細セクションがレポートにどのよ
うに表示されるかを示しています。

レポートの生成

Amazon Personalize のデータ品質およびインサイトレポートを生成するには、[データインサイトを取得] 
を選択して変換し、分析を作成します。

Amazon Personalize データ品質およびインサイトレポートを生成するには

1. 分析するトランスフォームの「+」オプションを選択します。変換を追加していない場合は、データ型
変換に「+」を選択します。データラングラーは、このトランスフォームをフローに自動的に追加しま
す。

2. 「データインサイトを取得」を選択します。[分析の作成] パネルが表示されます。
3. 分析タイプには、Amazon Personalize データ品質およびインサイトレポートを選択します。
4. [データセットのタイプ] で、分析する Amazon Personalize データセットのタイプを選択します。
5. オプションで [フルデータで実行] を選択します。デフォルトでは、Data Wrangler はデータのサンプ

ルのみに関するインサイトを生成します。
6. [作成] を選択します。分析が完了すると、レポートが表示されます。

データ変換

Data Wrangler でデータを変換するには、データフローに変換ステップを追加します。データラングラー
には、Amazon Personalize トランスフォーム用のマップ列など、データの準備に使用できる 300 を超え
るトランスフォームが含まれています。また、一般的な Data Wrangler 変換を使用して、外れ値、型の問
題、欠損値などの問題を修正できます。

トピック
• Amazon Personalize の列のマッピング (p. 158)
• Data Wrangler Data Wrangler の変革 (p. 159)

Amazon Personalize の列のマッピング

Amazon Personalize の要件を満たすようにデータを変換するには、Amazon Personalize トランスフォー
ムのマップ列を追加し、その列を Amazon Personalize の必須フィールドとオプションフィールドにマッ
ピングします。
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Amazon Personalize トランスフォームにマップ列を使用するには

1. 最新のトランスフォームには「+」を選択し、「トランスフォームを追加」を選択します。変換を追加
していない場合は、データ型変換に「+」を選択します。データラングラーは、このトランスフォーム
をフローに自動的に追加します。

2. [Add step] (ステップを追加) を選択します。
3. Amazon Personalize トランスフォームを選択してください。Amazon Personalize トランスフォーム

のマップ列はデフォルトで選択されています。
4. 変換フィールドを使用して、データを必要な Amazon Personalize 属性にマッピングします。

1. データに一致するデータセットのタイプ（インタラクション、アイテム、またはユーザー）を選択
します。

2. ドメイン (E コマース、ビデオオンデマンド、カスタム) を選択します。選択するドメインは、デー
タセットグループを作成したときに指定したドメインと一致する必要があります。

3. Amazon Personalize ズの必須フィールドとオプションフィールドと一致する列を選択してくださ
い。たとえば、Item_ID 列には、各アイテムの固有識別情報が保存されているデータ内の列を選択
します。

各列フィールドはデータタイプでフィルタリングされます。Amazon Personalize のデータ型要件
を満たすデータ内の列のみを使用できます。データが必要な型でない場合は、Parse Value as Type
Data Wrangler 変換を使用して変換できます。

Data Wrangler Data Wrangler の変革

以下の一般的なデータラングラー変換は、Amazon Personalize 用のデータを準備するのに役立ちます。

• データ型変換:フィールドが Amazon Personalize トランスフォームのマップ列に可能なオプションと
してリストされていない場合は、データ型の変換が必要になる場合があります。データラングラーに
よるParse Value as Type変換は、データの変換に役立ちます。または、フローを作成するときに Data 
Wrangler がデフォルトで追加するデータ型トランスフォームを使用することもできます。このトラ
ンスフォームを使用するには、「タイプ」ドロップダウンリストからデータタイプを選択し、「プレ
ビュー」を選択し、「更新」を選択します。

フィールドに必要なデータタイプについては、のドメインとデータセットタイプのセクションを参照し
てくださいデータセットとスキーマ (p. 77)。

• 欠損値や外れ値の処理:欠損値や外れ値に関する洞察が得られた場合は、データラングラーの「外れ値の
処理」と「欠損値の処理」を変換してこれらの問題を解決できます。

• カスタム変換:データラングラーでは、Python (ユーザー定義関数)、パンダ PySpark、または PySpark 
(SQL) を使用して独自の変換を作成できます。カスタムトランスフォームを使用して、重複する列の削
除や列によるグループ化などのタスクを実行できます。詳細については、Amazon SageMaker 開発者ガ
イドの「カスタムトランスフォーム」を参照してください。

データを処理して Amazon Personalize にインポートする

データセット全体に変換を適用するには、処理されたデータの送信先として Amazon S3 バケットを指定
します。次に、処理ジョブを実行します。プロセスジョブの実行については、「Amazon SageMaker Data 
Wrangler を使用して数回クリックするだけで処理ジョブを開始する」を参照してください。

データを処理したら、Amazon Personalize にデータをインポートする準備が整います。処理されたデータ
を Amazon Personalize にインポートするには、 SageMaker Studio で提供されている Jupyter ノートブッ
クを実行します。このノートブックは Amazon Personalize データセットを作成し、そのデータセットに
データをインポートします。
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処理されたデータを Amazon Personalize にインポートするには

1. エクスポートするトランスフォーメーションについては、[エクスポート先] を選択し、[Amazon 
Personalize] (Jupyter ノートブック経由) を選択します。

2. ノートブックを変更して、処理ジョブのデータ送信先として使用した Amazon S3 バケットを指定し
ます。オプションで、データセットグループのドメインを指定します。デフォルトでは、ノートブッ
クはカスタムデータセットグループを作成します。

3. ノートブックを実行してスキーマとデータセットを作成し、データを Amazon Personalize データ
セットにインポートします。ノートブックは、 SageMaker Studio の外部でノートブックを実行す
るのと同じように実行できます。Jupyter ノートブックの実行については、「コードの実行」を参照
してください。 SageMaker Studio のノートブックについては、Amazon  SageMaker 開発者ガイド
の「Amazon SageMaker ノートブックを使用する」を参照してください。

ノートブックが完成したら、インタラクションデータをインポートすれば、レコメンダーやカスタム
リソースを作成する準備が整います。または、アイテムデータセットまたはユーザーデータセットで
このプロセスを繰り返すこともできます。レコメンダーやカスタムリソースの作成方法については、
「」を参照してくださいステップ 3: レコメンダーまたはカスタムリソースを作成する (p. 181)。

Amazon Personalize データセットへのデータの直接インポート
を完了するとステップ 1: データセットグループを作成する (p. 144)、大きな CSV ファイルから Amazon 
Personalize のデータセットにバルクレコードをインポートする準備が整います。

データを Amazon Personalize のデータセットに直接インポートするには、次の操作を実行します。

1. データに基づいてスキーマ JSON ファイルを作成します。スキーマの要件と例については、を参照して
くださいデータセットとスキーマ (p. 77)。

2. データが正しいフォーマットであることを確認してください。列名はスキーマと一致している必要があ
ります。データは CSV ファイルである必要があります。データ形式のガイドラインについては、を参
照してくださいデータデータデータデータデータデータデータ (p. 149)。

3. CSV ファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードし、Amazon 
S3 リソースへのアクセス権を Amazon Personalize に付与します。

4. ステップ 1 の JSON ファイルを使用して Amazon Personalize スキーマを作成します。そし
て、Amazon Personalize のデータセットを作成します。

5. Amazon S3 バケットからのデータをデータセットに取り込むデータセットのインポートジョブを作成
します。インタラクションデータセットのデータセットインポートジョブを作成するには、CSV ファイ
ルに 1000 件以上のインタラクションレコードが含まれている必要があります。

Amazon Personalize データセットにデータをインポートすると、そのデータを分析したり、Amazon S3 
バケットにエクスポートしたり、更新したり、データセットを削除して削除したりできます。詳細につい
ては、「データを管理する (p. 273)」を参照してください。

トピック
• Amazon S3 バケットへのアップロード (p. 160)
• データセットとスキーマを作成する (p. 161)
• データセットのインポートジョブを使用したバルクレコードのインポート (p. 167)

Amazon S3 バケットへのアップロード

履歴入力データをフォーマットした後 (「データデータデータデータデータデータデータ (p. 149)」を参
照)、CSV ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードし、Amazon Personalize に Amazon S3 リソー
スへの許可を付与する必要があります。
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1. まだ行っていない場合は、許可を、Amazon Personalizeアクセス許可のセットアップ (p. 18) がユー
ザーに代わって Amazon Personalize の Amazon Personalize のリソースに、ユーザーに代わって許可
を設定します。

2. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに CSV ファイルをアップロードします。これ
は、Amazon Personalize によるデータのインポート元です。詳細については、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「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」
を参照してください。

3. アクセスポリシーを Amazon S3 バケットと Amazon Personalize のサービスロールにアタッチする
ことにより、Amazon S3 リソースへのアクセス権を Amazon Personalize に付与します。Amazon 
Personalize に対する、Amazon S3 リソースへのアクセスの付与 (p. 23) を参照してください。

暗号化にAWS Key Management Service (AWS KMS) を使用している場合は、キーを使用するための
許可を、Amazon Personalize の IAM サービスロールに付与する必要があります。詳細については、
「AWS KMSキーAmazon Personalize ユーザーにアタッチする (p. 27)」を参照してください。

データを Amazon S3 バケットにアップロードし、Amazon Personalize に Amazon S3 へのアクセス
を許可したら、データを Amazon Personalize にインポートします。「バルデータの準備とインポー
ト (p. 148)」を参照してください。

データセットとスキーマを作成する
ステップ 1: データセットグループを作成する (p. 144) を完了したら、データセットを作成する準
備が整います。レコードを一括インポートする場合は、データデータデータデータデータデータデー
タ (p. 149)必ずを確認して完了してくださいAmazon S3 バケットへのアップロード (p. 160)。

データセットは、データ用の Amazon Personalize のコンテナです。データセットを作成するとき
は、データセットのスキーマも作成します。スキーマは、Amazon Personalize にデータの構造を知ら
せ、Amazon Personalize がデータを解析できるようにします。

データセットは、Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS SDK を使用して作成します。さまざまなタイプのデータセット、およびデータセットとスキーマの
要件については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を参照してください。

トピック
• データセットとスキーマの作成 (コンソール) (p. 161)
• データセットとスキーマの作成 (AWS CLI) (p. 162)
• データセットとスキーマの作成 (AWS SDK) (p. 163)

データセットとスキーマの作成 (コンソール)

これがデータセットグループの最初のデータセットである場合、最初のデータセットタイプは Interactions 
データセットになります。コンソールで Interactions データセットを作成するには、データセット名を指
定してから、Avro 形式の JSON スキーマを指定します。このデータセットグループの最初のデータセット
でない場合は、データセットのタイプを選択してから、名前とスキーマを指定します。

Amazon Personalize のデータセットとスキーマの要件については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を
参照してください。

Note

ステップ 1: データセットグループを作成する (p. 144) を完了したばかりで、既にユーザーとア
イテムのインタラクションのページが表示されている場合は、この手順のステップ 4 にスキップ
してください。

データセットとスキーマを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。
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2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、ステップ 1: データセットグループを作成す
る (p. 144) で作成したデータセットグループを選択します。これにより、データセットグループの
[Dashboard] (ダッシュボード) が表示されます。

3. [Upload datasets] (データセットをアップロード) のセクションで、インポートするデータセットのタ
イプ (Amazon Personalize データセットには、Interactions、Users、または Items が含まれます) につ
いて、[Import] (インポート) を選択します。[Configure < dataset type >] (< データセットタイプ > を設
定) のページが表示されます。

4. [Dataset details] (データセットの詳細) の [Dataset name] (データセット名) で、データセットの名前
を指定します。

5. [Schema details] (スキーマの詳細) の [Schema selection] (スキーマを選択) で、既存のスキーマを選択
するか、[Create new schema] (新しいスキーマを作成) を選択します。

6. 新しいスキーマを作成する場合は、[Schema definition] (スキーマの定義) で、データに一致するス
キーマ JSON を貼り付けます。データセットとスキーマ (p. 77) の例をガイドとして使用してくださ
い。スキーマを作成した後で、スキーマに変更を加えることはできなくなります。

7. [New schema name (新しいスキーマ名)] で、新しいスキーマの名前を指定します。
8. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon Personalizeリソースのタグ付けの詳

細については、「」を参照してくださいAmazon Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。
9. [Next] (次へ) を選択し、バルデータの準備とインポート (p. 148) の指示に従ってデータをインポー

トします。

データセットとスキーマの作成 (AWS CLI)

AWS CLI を使用してデータセットとスキーマを作成するには、最初に Avro 形式でスキーマを定
義し、CreateSchema (p. 416) 操作を使用してそれを Amazon Personalize に追加します。その
後、CreateDataset (p. 387) 操作を使用してデータセットを作成します。Amazon Personalize のデータ
セットとスキーマの要件については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を参照してください。

スキーマとデータセットを作成するには

1. Avro 形式のスキーマファイルを作成し、JSON ファイルとして保存します。このファイルは、作成し
ている Interactions などのデータセットのタイプに基づいている必要があります。

スキーマはデータの列と一致する必要があり、スキーマ name は Amazon Personalize によって認識
される 3 種類のデータセットのいずれかと一致する必要があります。最小限の Interactions データ
セットスキーマの例を次に示します。その他の例については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を
参照してください。

{ 
  "type": "record", 
  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
          "type": "long" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}
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2. 次のコマンドを実行して Amazon Personalize でスキーマを作成します。スキーマを作成した後で、
スキーマに変更を加えることはできなくなります。schemaName をスキーマの名前に、file://
SchemaName.json を前のステップで作成した JSON ファイルの場所に、それぞれ置き換え
ます。次の例は、現在のフォルダに属するファイルを示しています。 API の詳細については、
「CreateSchema (p. 416)」を参照してください。

aws personalize create-schema \ 
  --name SchemaName \ 
  --schema file://SchemaName.json

次の例に示すように、スキーマの Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。

{ 
  "schemaArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:schema/SchemaName"
}

3. 次のコマンドを実行して空のデータセットを作成します。データセットグループの作成 (AWS 
CLI) (p. 146) のデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN) と前の手順のスキーマ 
ARN を指定します。dataset-type は、前のステップのスキーマ name と一致する必要がありま
す。 API の詳細については、「CreateDataset (p. 387)」を参照してください。

aws personalize create-dataset \ 
  --name Dataset Name \ 
  --dataset-group-arn Dataset Group ARN \ 
  --dataset-type Dataset Type \ 
  --schema-arn Schema Arn

次の例に示すように、データセット ARN が表示されます。

{ 
  "datasetArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/DatasetName/
INTERACTIONS"
}

4. 後で使用するためにデータセット ARN を記録します。データセットを作成したら、トレーニング
データをインポートする準備が整います。バルデータの準備とインポート (p. 148) を参照してくだ
さい。

データセットとスキーマの作成 (AWS SDK)

AWS SDK を使用してデータセットとスキーマを作成するには、最初に Avro 形式でスキーマを定義
し、CreateSchema (p. 416) 操作を使用してそれを Amazon Personalize に追加します。スキーマを作成
した後で、スキーマに変更を加えることはできなくなります。その後、CreateDataset (p. 387) 操作を使
用してデータセットを作成します。Amazon Personalize のデータセットとスキーマの要件については、
「データセットとスキーマ (p. 77)」を参照してください。

スキーマとデータセットを作成するには

1. Avro 形式のスキーマファイルを作成し、JSON ファイルとして作業ディレクトリに保存します。

スキーマはデータの列と一致する必要があり、スキーマ name は Amazon Personalize によって認識
される 3 種類のデータセットのいずれかと一致する必要があります。最小限の Interactions データ
セットスキーマの例を次に示します。その他の例については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を
参照してください。

{ 
  "type": "record", 
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  "name": "Interactions", 
  "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
  "fields": [ 
      { 
          "name": "USER_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "ITEM_ID", 
          "type": "string" 
      }, 
      { 
          "name": "TIMESTAMP", 
          "type": "long" 
      } 
  ], 
  "version": "1.0"
}

2. CreateSchema (p. 416) API 操作を使用してスキーマを作成します。次のコードは、スキーマを作成
する方法を示しています。スキーの名前とスキーマの JSON ファイルのファイルパスを指定します。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

with open('schemaFile.json') as f: 
    createSchemaResponse = personalize.create_schema( 
        name = 'schema name', 
        schema = f.read() 
    )

schema_arn = createSchemaResponse['schemaArn']

print('Schema ARN:' + schema_arn )

SDK for Java 2.x

public static String createSchema(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 schemaName, String filePath) { 
     
    String schema = null; 
     
    try { 
        schema = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath))); 
    } catch (IOException e) { 
        System.out.println(e.getMessage()); 
    } 
     
    try { 
        CreateSchemaRequest createSchemaRequest = CreateSchemaRequest.builder() 
                .name(schemaName) 
                .schema(schema) 
                .build(); 

        String schemaArn = 
 personalizeClient.createSchema(createSchemaRequest).schemaArn();     
        System.out.println("Schema arn: " + schemaArn); 

        return schemaArn; 
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    } catch(PersonalizeException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
    return "";
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSchemaCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";

// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

import fs from 'fs';

let schemaFilePath = "SCHEMA_PATH";
let mySchema = "";

try { 
  mySchema = fs.readFileSync(schemaFilePath).toString();
} catch (err) { 
  mySchema = 'TEST' // For unit tests.
}
// Set the schema parameters.
export const createSchemaParam = { 
  name: 'NAME', /* required */ 
  schema: mySchema /* required */
};

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateSchemaCommand(createSchemaParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

Amazon Personalize は、新しいスキーマの ARN を返します。次のステップで必要になるため、これ
を記録します。

3. CreateDataset (p. 387) 操作を使用してデータセットを作成します。次のコードは、データセットを
作成する方法を示しています。データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)、前のステッ
プで作成された schemaArn、およびデータセットタイプ (Interactions、Users、または Items) を指定
します。データセットのタイプ別の詳細については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を参照して
ください。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.create_dataset( 
    name = 'datase_name', 
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    schemaArn = 'schema_arn', 
    datasetGroupArn = 'dataset_group_arn', 
    datasetType = 'dataset_type'
)

print ('Dataset Arn: ' + response['datasetArn'])

SDK for Java 2.x

public static String createDataset(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                    String datasetName,  
                                    String datasetGroupArn,  
                                    String datasetType,  
                                    String schemaArn) { 
    try { 
        CreateDatasetRequest request = CreateDatasetRequest.builder() 
                .name(datasetName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .datasetType(datasetType) 
                .schemaArn(schemaArn).build(); 
     
        String datasetArn = personalizeClient.createDataset(request).datasetArn(); 
        System.out.println("Dataset " + datasetName + " created. Dataset ARN: " + 
 datasetArn); 
         
        return datasetArn; 
         
    } catch(PersonalizeException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
    return "";
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateDatasetCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";

// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

// Set the dataset's parameters.
export const createDatasetParam = { 
  datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */ 
  datasetType: 'DATASET_TYPE', /* required */ 
  name: 'NAME', /* required */ 
  schemaArn: 'SCHEMA_ARN' /* required */
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateDatasetCommand(createDatasetParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
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run();

データセットを作成したら、トレーニングデータをインポートする準備が整います。「バルデータの
準備とインポート (p. 148)」を参照してください。

データセットのインポートジョブを使用したバルクレコードのインポート

入力データをフォーマットし (「データデータデータデータデータデータデータ (p. 149)」を参
照)、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードしたら (「Amazon S3 バケッ
トへのアップロード (p. 160)」を参照)、データセットのインポートジョブを作成することによってバル
クレコードをインポートします。

データセットインポートジョブは、Amazon S3 バケットからのデータをデータセットに取り込む一括
インポートツールです。データセットのインポートジョブは、Amazon Personalize コンソール、AWS 
Command Line Interface (AWS CLI)、またはAWS SDK を使用して作成できます。

以前にデータセットのデータセットインポートジョブを作成したことがある場合は、新しいデータセッ
トインポートジョブを使用して既存の一括データを追加または置き換えることができます。詳細について
は、既存のバルクデータの更新 (p. 282)を参照してください。

トピック
• バルクレコードのインポート (コンソール) (p. 167)
• バルクレコードのインポート (AWS CLI) (p. 168)
• バルクレコードのインポート (AWS SDK) (p. 169)

バルクレコードのインポート (コンソール)
Important

デフォルトでは、データセットのインポートジョブは、一括でインポートしたデータセット内の
既存のデータを置き換えます。既存のデータの更新については、「」を参照してください既存の
バルクデータの更新 (p. 282)。

Amazon Personalize コンソールを使用してデータセットのインポートを行うには、名前、IAM サービス
ロール、およびデータの場所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。

データセットとスキーマを作成する (p. 161) でデータセットを作成したばかりの場合は、ステップ 5 に
進んでください。最初のインポートジョブをすでに完了していて、データを更新したい場合は、を参照し
てくださいバルクレコードの更新 (コンソール) (p. 283)。

バルクレコードをインポートするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、データセットグループを選択します。データ
セットグループの概要が表示されます。

3. [データセットの作成] セクションで、インポートするデータのタイプの [インポート] ボタンを選択し
ます。「スキーマの設定 < dataset type >」ページが表示されます。

4. [データセットのインポートジョブの詳細] の [データインポートソース] で、[S3 からデータをイン
ポート] を選択します。

5. [データセットのインポートジョブ名] で、インポートジョブの名前を指定します。
6. [入力ソース] の [S3 ロケーション] で、データファイルを Amazon S3 に保存する場所を指定します。

次の構文を使用します。
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s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>

Note

CSV ファイルが S3 バケット内のフォルダにあり、1 つのデータセットのインポートジョブ
で複数の CSV ファイルをデータセットにアップロードする場合は、CSV ファイル名なしで
この構文を使用します。

7. IAM ロールでは、新しいロールを作成するか、既存のロールを使用するかを選択します。必要条件を
満たしたら、[既存のサービスロールを使用する] を選択し、で作成したロールを指定しますAmazon 
Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)。

8. メトリックスアトリビューションを作成し、このジョブに関連するメトリックを Amazon S3 に公開
する場合は、[イベントメトリックを S3 に公開] で [このインポートジョブのメトリックスを公開] を
選択します。

まだ作成しておらず、このジョブの指標を公開したい場合は、[指標アトリビューションの作成] を選
択して別のタブで新しい指標を作成します。指標アトリビューションを作成したら、この画面に戻っ
てインポートジョブの作成を完了できます。

メトリクスのアトリビューションの詳細については、「」を参照してください推奨事項の影響の測
定 (p. 306)。

9. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon Personalize リソースのタグ付けの詳
細については、「」を参照してくださいAmazon Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。

10. [Finish] (終了) を選択します。データインポートジョブが開始され、[Dashboard Overview (ダッシュ
ボード概要)] ページが表示されます。ステータスが ACTIVE と表示されると、データセットのイン
ポートが完了します。Amazon Personalize データセットにデータをインポートすると、そのデータを
分析したり、Amazon S3 バケットにエクスポートしたり、更新したり、データセットを削除して削除
したりできます。詳細については、「データを管理する (p. 273)」を参照してください。

データをインポートすると、ソリューションを作成する準備が整います。詳細については、「ソ
リューションとソリューションバージョンの作成 (p. 196)」を参照してください。

バルクレコードのインポート (AWS CLI)
Important

デフォルトでは、データセットのインポートジョブは、一括でインポートしたデータセット内の
既存のデータを置き換えます。既存のデータの更新については、「」を参照してください既存の
バルクデータの更新 (p. 282)。

AWS CLI を使用してバルクレコードをインポートするには、CreateDatasetImportJob (p. 399) コマンド
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。以前にデータセットのデータセットインポー
トジョブを作成したことがある場合は、インポートモードパラメーターを使用して新しいデータを追加す
る方法を指定できます。コードサンプルについては、「バルクレコードの更新 (AWS CLI) (p. 284)」を参
照してください。

バルクレコードをインポートする (AWS CLI)

1. 次のコマンドを実行してデータセットのインポートジョブを作成します。データセットに Amazon リ
ソースネーム (ARN) を指定し、トレーニングデータを保存した Amazon S3 バケットへのパスを指定
します。パスには、次の構文を使用します。

s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>

で作成したAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを Amazon リソースネーム 
(ARN)Amazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21) に入力します。import-mode のデフォルト
値は FULL です。詳細については、既存のバルクデータの更新 (p. 282)を参照してください。オペ
レーションの詳細については、CreateDatasetImportJob (p. 399) を参照してください。
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aws personalize create-dataset-import-job \
--job-name dataset import job name \
--dataset-arn dataset arn \
--data-source dataLocation=s3://bucketname/filename \
--role-arn roleArn \
--import-mode FULL

次の例に示すように、データセットのインポートジョブの ARN が表示されます。

{ 
  "datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
DatasetImportJobName"
}

2. describe-dataset-import-job コマンドを使用してステータスを確認します。前のステップで
返されたデータセットのインポートジョブの ARN を指定します。オペレーションの詳細について
は、DescribeDatasetImportJob (p. 460) を参照してください。

aws personalize describe-dataset-import-job \
--dataset-import-job-arn dataset import job arn

データセットのインポートジョブのプロパティとそのステータスが表示されます。最初、status は 
[CREATE PENDING] と表示されます。

{ 
  "datasetImportJob": { 
      "jobName": "Dataset Import job name", 
      "datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
DatasetImportJobArn", 
      "datasetArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/DatasetGroupName/
INTERACTIONS", 
      "dataSource": { 
          "dataLocation": "s3://<bucketname>/ratings.csv" 
      }, 
      "importMode": "FULL", 
      "roleArn": "role-arn", 
      "status": "CREATE PENDING", 
      "creationDateTime": 1542392161.837, 
      "lastUpdatedDateTime": 1542393013.377 
  }
}

ステータスが ACTIVE と表示されると、データセットのインポートが完了します。Amazon 
Personalize データセットにデータをインポートすると、そのデータを分析したり、Amazon S3 バ
ケットにエクスポートしたり、更新したり、データセットを削除して削除したりできます。詳細につ
いては、「データを管理する (p. 273)」を参照してください。

データセットグループの関連データセットにデータをインポートしたら、ソリューションバージョ
ン (トレーニング済みモデル) を作成できます。詳細については、「ソリューションとソリューション
バージョンの作成 (p. 196)」を参照してください。

バルクレコードのインポート (AWS SDK)
Important

デフォルトでは、データセットのインポートジョブは、一括でインポートしたデータセット内の
既存のデータを置き換えます。既存のデータの更新については、「」を参照してください既存の
バルクデータの更新 (p. 282)。
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データをインポートするには、CreateDatasetImportJob (p. 399)操作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。次のコードは、データセットのインポートジョブの作成方法を示しています。

SDK for Python (Boto3)

ジョブ名を指定し、datasetArnデータセットの Amazon リソースネーム (ARN) を設定し、を、ト
レーニングデータを保存した Amazon S3 バケットへのパスに設定します。dataLocationパスに
は、次の構文を使用します。

s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>

roleArn には、S3 バケットにアクセスするための許可を Amazon Personalize に付与する AWS 
Identity and Access Management (IAM) ロールを指定します。Amazon Personalize の IAM ロールの作
成 (p. 21) を参照してください。importMode のデフォルト値は FULL です。詳細については、バル
クレコードの更新 (AWSSDK) (p. 284)を参照してください。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.create_dataset_import_job( 
    jobName = 'YourImportJob', 
    datasetArn = 'dataset_arn', 
    dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'}, 
    roleArn = 'role_arn', 
    importMode = 'FULL'
)

dsij_arn = response['datasetImportJobArn']

print ('Dataset Import Job arn: ' + dsij_arn)

description = personalize.describe_dataset_import_job( 
    datasetImportJobArn = dsij_arn)['datasetImportJob']

print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetImportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x

次の createPersonalizeDatasetImportJob メソッドを使用して、データセットのインポート
ジョブを作成します。Amazon Personalize のサービスクライアント、ジョブの名前、データセット
の ARN、トレーニングデータを保存した Amazon S3 バケットパス (s3://<bucketname>/<file 
name.csv>)、および Amazon Personalize の ARN (「」を参照Amazon Personalize の IAM ロールの
作成 (p. 21)) をパラメータとして渡します。

CSV ファイルが Amazon S3 バケットのフォルダにある場合は、1 つのデータセットのインポート
ジョブで複数の CSV ファイルをデータセットにアップロードできます。バケットパスには、ファイル
名の代わりに bucket-name/folder-name/ を指定します。

ImportMode.BULKはどちらでもかまいませんImportMode.INCREMENTAL。以前に一括デー
タをインポートしたことがある場合は、importMode詳細については、バルクレコードの更新 
(AWSSDK) (p. 284)を参照してください。

public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient 
 personalizeClient, 
                                                      String jobName, 
                                                      String datasetArn, 
                                                      String s3BucketPath, 
                                                      String roleArn, 
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                                                      ImportMode importMode) { 

  long waitInMilliseconds = 60 * 1000; 
  String status; 
  String datasetImportJobArn; 
   
  try { 
      DataSource importDataSource = DataSource.builder() 
              .dataLocation(s3BucketPath) 
              .build(); 
       
      CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest = 
 CreateDatasetImportJobRequest.builder() 
              .datasetArn(datasetArn) 
              .dataSource(importDataSource) 
              .jobName(jobName) 
              .roleArn(roleArn) 
              .importMode(importMode) 
              .build(); 
   
      datasetImportJobArn = 
 personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest) 
              .datasetImportJobArn(); 
       
      DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest = 
 DescribeDatasetImportJobRequest.builder() 
              .datasetImportJobArn(datasetImportJobArn) 
              .build(); 
   
      long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 
   
      while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 
   
          DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient 
                  .describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest) 
                  .datasetImportJob(); 
   
          status = datasetImportJob.status(); 
          System.out.println("Dataset import job status: " + status); 
   
          if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
              break; 
          } 
          try { 
              Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
          } catch (InterruptedException e) { 
              System.out.println(e.getMessage()); 
          } 
      } 
      return datasetImportJobArn; 
   
  } catch (PersonalizeException e) { 
      System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
  } 
  return "";
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.

import { CreateDatasetGroupCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
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// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

// Set the dataset group parameters.
export const createDatasetGroupParam = {  
  name: 'NAME' /* required */
}

export const run = async (createDatasetGroupParam) => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateDatasetGroupCommand(createDatasetGroupParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return "Run successfully"; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run(createDatasetGroupParam);

DescribeDatasetImportJob (p. 460) 操作のレスポンスには、操作のステータスが含まれます。

ステータスが ACTIVE に変わるまで待ってから、データを使用してモデルをトレーニングしてください。

ステータスが ACTIVE と表示されると、データセットのインポートが完了します。Amazon Personalize 
データセットにデータをインポートすると、そのデータを分析したり、Amazon S3 バケットにエクスポー
トしたり、更新したり、データセットを削除して削除したりできます。詳細については、「データを管理
する (p. 273)」を参照してください。

データセットグループの関連データセットにデータをインポートしたら、ソリューションバージョン (ト
レーニング済みモデル) を作成できます。詳細については、「ソリューションとソリューションバージョ
ンの作成 (p. 196)」を参照してください。

個々の
完了したらデータセットとスキーマを作成する (p. 161)、インタラクションイベント、ユーザー、ア
イテムなどの個々のレコードを既存のデータセットにインポートできます。データを一括でAmazon 
Personalize できます。個々のインポートできます。

Apache Kafka を使用している場合は、Amazon Personalize の Kafka コネクタを使用して Amazon 
Personalize にデータをリアルタイムでストリーミングできます。詳細については、personalize-kafka-
connectorGithub リポジトリの Amazon Personalize 用 Kafka コネクタを参照してください。

履歴レコードが大量にある場合は、最初にデータを一括でインポートすることをお勧めします。Amazon 
Personalize データセットへのデータの直接インポート (p. 160) を参照してください。

個々のレコードインポートのフィルター更新

Amazon Personalize は、データセットグループで作成したすべてのフィルターを、最後のインポートか
ら 20 分以内に、新しいインタラクション、アイテム、およびユーザーデータで更新します。この更新に
より、キャンペーンでユーザーのレコメンデーションをフィルタリングするときに最新のデータを使用で
きるようになります。

新しいレコードがレコメンデーションに及ぼす影響

レコメンデーションに影響を与えます。

• 個々のインタラクションについては、Amazon Personalize は、同じユーザー向けにレコメンデーショ
ンを生成する際に、ユーザーと既存のアイテム (最新モデルのトレーニングに使用したデータに含めた
アイテム) との間のリアルタイムのインタラクションイベントを即座に使用します。そうでないユース
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ケースやレシピについては、レコメンダーが新しいカスタムソリューションバージョンを更新するか、
新しいカスタムソリューションバージョンを作成するまで待つ必要があります。詳細については、「リ
アルタイムイベントがレコメンデーションに与える影響 (p. 262)」を参照してください。

• 個々のアイテムについては、レコメンデーションを 2 時間Amazon Personalize 更新します。更新するた
びに、探索で新しいアイテムをレコメンデーションに含めることができます。探索については、「自動
更新 (p. 106)」を参照してください。

その他のユースケースまたはレシピについては、レコメンデーションに含まれる新しいアイテムのモデ
ルを再トレーニングする必要があります。

• インタラクションデータを持たない新規ユーザーの場合、推奨は最初は人気商品のみを対象としていま
す。ユーザーデータセットにユーザーに関するメタデータがあり、メタデータを使用するユースケー
スやレシピ（自分におすすめ）、「自分におすすめ」（ユースケース）、「ユーザーパーソナライゼー
ション」や「パーソナライズされたランキング」（レシピ）を選択すると、これらの人気の高い項目が
ユーザーにとってより関連性が高くなる可能性があります。

新規ユーザーに対してより関連性の高いレコメンデーションを得るには、そのユーザーのインタラク
ションデータをさらにインポートできます。リアルタイムのパーソナライゼーションをサポートするレ
シピやユースケースでは、リアルタイムイベントをインポートするにつれて、それらの推奨事項がより
重要になります。詳細については、「イベントの記録 (p. 261)」を参照してください。

トピック
• インタラクションの増分インポート (p. 173)
• ユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザー (p. 174)
• アイテムの増分インポート (p. 178)

インタラクションの増分インポート
Interactionsデータセットとスキーマを作成する (p. 161) データセットを作成した後、1 つ以上の新しい
イベントをデータセットに増分的にインポートできます。インタラクションイベントを個別にインポート
するには、イベントトラッカーを作成してから、1つ以上のイベントをインタラクションデータセットにイ
ンポートします。Amazon PersonalizeAWS コンソールを使用して履歴またはリアルタイムのイベントを
インポートしたりできます。AWS Command Line InterfaceAWS CLI

このセクションには、Amazon Personalize コンソールを使用したイベントのインポートに関する情報が含
まれています。Amazon Personalize コンソールを使用して、履歴イベントのみを増分的にインポートする
ことをお勧めします。AWS CLI または AWS SDK を使用してイベントをリアルタイムで記録する方法につ
いては、「イベントの記録 (p. 261)」を参照してください。

Amazon Personalize が新しいレコードのフィルターを更新する方法、および新しいレコードがレコメン
デーションにどのように影響するかについては、「個々の (p. 172)」を参照してください。

トピック
• イベントトラッカーの作成 (コンソール) (p. 173)
• イベントの増分インポート (コンソール) (p. 174)

イベントトラッカーの作成 (コンソール)
Note

イベントトラッカーを作成した場合は、イベントの増分インポート (コンソール) (p. 174) にス
キップできます。

Interactions データセットにイベントを増分的にインポートする前に、データセットグループのイベントト
ラッカーを作成する必要があります。
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イベントトラッカーを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、イベントのインポート先とする Interactions 
データセットを含むデータセットグループを選択します。

3. データセットグループの [Dashboard] (ダッシュボード) の [Install event ingestion SDK] (イベント取り
込み SDK をインストール) で、[Start] (開始) を選択します。

4. [Configure tracker] (トラッカーを設定) のページの [Tracker configurations] (トラッカーの設定) 
で、[Tracker name] (トラッカー名) にイベントトラッカーの名前を入力し、[Next] (次へ) を選択しま
す。

5. [Install the SDK] (SDKをインストール) のページには、新しいイベントトラッカーの [Tracking ID] (追
跡 ID) と、イベントデータをストリーミングするために AWS Amplify または AWS Lambda を使用す
る手順が表示されます。

Amazon Personalize コンソールを使用してイベントデータをアップロードしているため、この情報は
無視してかまいません。AWS Amplify または AWS Lambda を使用して、将来的にイベントデータを
ストリーミングする場合は、[Event trackers] (イベントトラッカー) のページでイベントトラッカーを
選択することで、この情報を表示できます。

6. [Finish] (終了) を選択します。コンソールを使用してイベントを増分的にインポートできるよう
になりました (「」を参照してください。イベントの増分インポート (コンソール) (p. 174)また
は、PutEvents操作を使用してリアルタイムでイベントを記録します (「」を参照イベントの記
録 (p. 261))。

イベントの増分インポート (コンソール)
イベントトラッカーを作成した後、Interactions データセットにイベントを増分的にインポートできます。
この手順は、インタラクションデータセットが既に作成されていることを前提としています。データセッ
トの作成については、「データセットとスキーマを作成する (p. 161)」を参照してください。

イベントを増分的にインポートするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、イベントのインポート先とする Interactions 
データセットを含む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、[datasets] (データセット) を選択します。
4. [Datasets] (データセット) のページで、Interactions データセットを選択します。
5. データセットの詳細のページの右上で、[Modify dataset] (データセットを変更) を選択し、[Create 

record] (レコードを作成) を選択します。
6. [Create user-item interaction record(s)] (ユーザーとアイテムのインタラクションレコードを作成) の

ページの [Record input] (レコードの入力) で、イベントの詳細を JSON 形式で入力します。イベント
のフィールドの名前と値は、Interactions データセットを作成したときに使用したスキーマと一致する
必要があります。Amazon Personalize は、このスキーマのフィールド名とデータ型を含む JSON テ
ンプレートを提供します。一度に最大 10 個のイベントをインポートできます。

7. [Create record(s)] (レコードを作成) を選択します。[Response] (レスポンス) では、インポートの結果
が一覧表示され、成功または失敗のメッセージが表示されます。

ユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザー
のユーザー
Users データセットを作成したら、1 名名名以上の新しいユーザーを Users データセットにインポートす
るには、1 名名名名名以上の新しいユーザーを Users)データセットとスキーマを作成する (p. 161) ユー
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ザーユーザーユーザーユーザーを Users。カタログの拡大に合わせて Users データセットを最新の状態に
保つ。一度に最大 10 名のユーザーをインポートできます。新しいユーザーが大量にある場合は、最初に
データを一括でインポートしてから、必要に応じてユーザーデータを個別にインポートすることをお勧め
します。Amazon Personalize データセットへのデータの直接インポート (p. 160) を参照してください。

Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用
してユーザーをインポートできます。Users データセットに既に存在するユーザーと同じ userId でユー
ザーをインポートすると、Amazon Personalize はそのユーザーを新しいユーザーに置き換えます。一度に
最大 10 名のユーザーをインポートできます。

Amazon Personalize が新しいレコードのフィルターを更新する方法、および新しいレコードがレコメン
デーションにどのように影響するかについては、「個々の (p. 172)」を参照してください。

トピック
• ユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーの

ユーザーのユーザーのユーザーのユーザーの (p. 175)
• ユーザーを個別にインポートする (AWS CLI) (p. 175)
• ユーザーを個別にインポートする (AWSSDK) (p. 176)

ユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーの
ユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーのユーザーの

一度に最大 10 名のユーザーをインポートできます。この手順は、ユーザーデータセットが既に作成され
ていることを前提としています。データセットの作成については、「データセットとスキーマを作成す
る (p. 161)」を参照してください。

ユーザーユーザーユーザーを (((((() ((()

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、ユーザーのインポート先とする Users データ
セットを含む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、[Datasets] (データセット) を選択します。
4. [Datasets] (データセット) のページで、[Users dataset] (ユーザーデータセット) を選択します。
5. データセットの詳細のページの右上にある [Modify dataset] (データセットを変更) を選択し、[Create 

record] (レコードを作成) を選択します。
6. [Create user record(s)] (ユーザーレコードを作成) のページのレコードの入力で、ユーザーの詳細を 

JSON 形式で入力します。ユーザーのフィールドの名前と値は、Users データセットを作成したとき
に使用したスキーマと一致する必要があります。Amazon Personalize は、このスキーマのフィールド
名とデータ型を含む JSON テンプレートを提供します。

7. [Create record(s)] (レコードを作成) を選択します。[Response] (レスポンス) では、インポートの結果
が一覧表示され、成功または失敗のメッセージが表示されます。

ユーザーを個別にインポートする (AWS CLI)

PutUsers (p. 553) 操作を使用して、1 名以上のユーザーを Users データセットに追加します。1 回の
PutUsers コールで最大 10 名のユーザーをインポートできます。このセクションでは、Users データ
セットが既に作成されていることを前提としています。データセットの作成については、「データセット
とスキーマを作成する (p. 161)」を参照してください。

次の put-users コマンドを使用して、AWS CLI で 1 名以上のユーザーを追加します。dataset arn を
データセットの Amazon リソースネーム (ARN) に、user Id をユーザーの ID に、それぞれ置き換えま
す。同じ userId を持つユーザーが既に Users データセットにある場合、Amazon Personalize はそれを
新しいものに置き換えます。
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properties の場合、Users データセットの各フィールドについて、propertyName を、ス
キーマのフィールド名 (キャメルケース) に置き換えます。例えば、GENDER は gender にな
り、MEMBERSHIP_TYPE は membershipType になります。user data をユーザーのデータに置き換
えます。カテゴリ文字列データについて、単一のプロパティに複数のカテゴリを含めるには、各カテゴリ
をパイプ (|) で区切ります。例: \"Premium Class|Legacy Member\"。

aws personalize-events put-users \ 
  --dataset-arn dataset arn \ 
  --users '[{ 
      "userId": "user Id",  
      "properties": "{\"propertyName\": "\user data\"}"  
    },  
    { 
      "userId": "user Id",  
      "properties": "{\"propertyName\": "\user data\"}"  
    }]'

ユーザーを個別にインポートする (AWSSDK)

PutUsers (p. 553) 操作を使用して、1 名以上のユーザーを Users データセットに追加します。同じ
userId を持つユーザーが既に Users データセットにある場合、Amazon Personalize はそれを新しいもの
に置き換えます。1 回の PutUsers コールで最大 10 名のユーザーをインポートできます。このセクショ
ンでは、Users データセットが既に作成されていることを前提としています。データセットの作成につい
ては、「データセットとスキーマを作成する (p. 161)」を参照してください。

次のコードは、Users データセットに 1 名以上のユーザーを Users データセットに追加する方法を示して
います。各プロパティ名パラメータについて、スキーマのフィールド名 (キャメルケース) を渡します。例
えば、GENDER は gender になり、MEMBERSHIP_TYPE は membershipType になります。各プロパ
ティ値パラメータについて、ユーザーにデータを渡します。

カテゴリ文字列データについて、単一のプロパティに複数のカテゴリを含めるには、各カテゴリをパイプ 
(|) で区切ります。例: "Premium class|Legacy Member"。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')

personalize_events.put_users( 
    datasetArn = 'dataset arn', 
    users = [{ 
      'userId': 'user ID', 
      'properties': "{\"propertyName\": \"user data\"}"    
      }, 
      { 
      'userId': 'user ID', 
      'properties': "{\"propertyName\": \"user data\"}"    
      }]
)

SDK for Java 2.x

public static int putUsers(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient, 
                         String datasetArn, 
                         String user1Id, 
                         String user1PropertyName, 
                         String user1PropertyValue, 
                         String user2Id, 
                         String user2PropertyName, 
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                         String user2PropertyValue) { 

    int responseCode = 0; 
    ArrayList<User> users = new ArrayList<>(); 

    try { 
        User user1 = User.builder() 
          .userId(user1Id) 
          .properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", user1PropertyName, 
 user1PropertyValue)) 
          .build(); 

        users.add(user1); 

        User user2 = User.builder() 
          .userId(user2Id) 
          .properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", user2PropertyName, 
 user2PropertyValue)) 
          .build(); 

        users.add(user2); 

        PutUsersRequest putUsersRequest = PutUsersRequest.builder() 
          .datasetArn(datasetArn) 
          .build(); 

        responseCode = 
 personalizeEventsClient.putUsers(putUsersRequest).sdkHttpResponse().statusCode(); 
        System.out.println("Response code: " + responseCode); 
        return responseCode; 

    } catch (PersonalizeEventsException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    } 
    return responseCode;
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { PutUsersCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize-events";
import { personalizeEventsClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeEventsClient = new PersonalizeEventsClient({ region: "REGION"});

// Set the put users parameters. For string properties and values, use the \ character 
 to escape quotes.
var putUsersParam = { 
    datasetArn: "DATASET_ARN", 
    users: [  
      { 
        'userId': 'USER_ID', 
        'properties': "{\"PROPERTY1_NAME\": \"PROPERTY1_VALUE\"}"    
      } 
    ]
};
export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeEventsClient.send(new 
 PutUsersCommand(putUsersParam)); 
    console.log("Success!", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
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  }
};
run();

アイテムの増分インポート
データセットとスキーマを作成する (p. 161)アイテムデータセットを作成した後、1 つ以上の新しいア
イテムをデータセットにインポートできます。アイテムを 1 つにインポートすると、カタログの拡大に合
わせて 1 一括でインポートすると、カタログの拡大に合わせて Iデータセットを最新の状態に保つことが
できます。一度に最大 10 名のユーザーをインポートできます。新しいアイテムが大量にある場合は、最
初にデータを一括でインポートしてから、必要に応じてアイテムデータを個別にインポートすることをお
勧めします。Amazon Personalize データセットへのデータの直接インポート (p. 160) を参照してくださ
い。

Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用し
てアイテムをインポートできます。Items データセットに既に存在するアイテムと同じ itemId でアイテ
ムをインポートすると、Amazon Personalize はそのアイテムを新しいアイテムに置き換えます。

Amazon Personalize が新しいレコードのフィルターを更新する方法、および新しいレコードがレコメン
デーションにどのように影響するかについては、「個々の (p. 172)」を参照してください。

トピック
• アイテムの増分インコンコンコンコンコンコンコンコンコン (p. 178)
• アイテムを個別にインポートする (AWS CLI) (p. 178)
• アイテムの個別インポート (AWSSDK) (p. 179)

アイテムの増分インコンコンコンコンコンコンコンコンコン
一度に最大 10 個のアイテムを Items データセットにインポートできます。この手順は、アイテムデータ
セットが既に作成されていることを前提としています。データセットの作成については、「データセット
とスキーマを作成する (p. 161)」を参照してください。

アイテムをコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコン

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、アイテムのインポート先とする Items データ
セットを含む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、[Datasets] (データセット) を選択します。
4. [Datasets] (データセット) のページで、[Items dataset] (アイテムデータセット) を選択します。
5. データセットの詳細のページの右上で、[Modify dataset] (データセットを変更) を選択し、[Create 

record] (レコードを作成) を選択します。
6. [Create item record(s)] (アイテムレコードを作成) のページの [Record input] (レコードの入力) で、ア

イテムの詳細を JSON 形式で入力します。アイテムのフィールドの名前と値は、Items データセット
を作成したときに使用したスキーマと一致する必要があります。Amazon Personalize は、このスキー
マのフィールド名とデータ型を含む JSON テンプレートを提供します。

7. [Create record(s)] (レコードを作成) を選択します。[Response] (レスポンス) では、インポートの結果
が一覧表示され、成功または失敗のメッセージが表示されます。

アイテムを個別にインポートする (AWS CLI)
PutItems (p. 551) 操作を使用して、1 つ以上のアイテムを Items データセットに追加します。1 回の
PutItems コールで最大 10 個のアイテムをインポートできます。このセクションでは、Items データセッ
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トが既に作成されていることを前提としています。データセットの作成については、「データセットとス
キーマを作成する (p. 161)」を参照してください。

次の put-items コマンドを使用して、AWS CLI で 1 つ以上のアイテムを追加します。dataset arn を
データセットの Amazon リソースネーム (ARN) に、item Id をアイテムの ID に、それぞれ置き換えま
す。同じ itemId を持つアイテムが既に Items データセットにある場合、Amazon Personalize はそれを新
しいものに置き換えます。

properties の場合、Items データセットの各フィールドについて、propertyName を、ス
キーマのフィールド名 (キャメルケース) に置き換えます。例えば、GENRES は genres にな
り、CREATION_TIMESTAMP は creationTimestamp になります。item data をアイテムのデータに置き
換えます。CREATION_TIMESTAMP データは Unix エポック時間形式 (p. 151)で、かつ、秒単位である必
要があります。カテゴリ文字列データについて、単一のプロパティに複数のカテゴリを含めるには、各カ
テゴリをパイプ (|) で区切ります。例: \"Horror|Action\"。

aws personalize-events put-items \ 
  --dataset-arn dataset arn \ 
  --items '[{ 
      "itemId": "item Id",  
      "properties": "{\"propertyName\": "\item data\"}"  
    },  
    { 
      "itemId": "item Id",  
      "properties": "{\"propertyName\": "\item data\"}"  
    }]'

アイテムの個別インポート (AWSSDK)

PutItems (p. 551) 操作を使用して、1 つ以上のアイテムを Items データセットに追加します。1 回の
PutItems コールで最大 10 個のアイテムをインポートできます。同じ itemId を持つアイテムが既に 
Items データセットにある場合、Amazon Personalize はそれを新しいものに置き換えます。このセクショ
ンでは、Items データセットが既に作成されていることを前提としています。データセットの作成につい
ては、「データセットとスキーマを作成する (p. 161)」を参照してください。

次のコードは、1 つ以上のアイテムを Iデータセットに追加する方法を示しています。各プロパティ名
パラメータについて、スキーマのフィールド名 (キャメルケース) を渡します。例えば、GENRES は
genres になり、CREATION_TIMESTAMP は creationTimestamp になります。各プロパティ値パラ
メータについて、アイテムのデータを渡します。CREATION_TIMESTAMP データは Unix エポック時間形
式 (p. 151)で、かつ、秒単位である必要があります。

カテゴリ文字列データについて、単一のプロパティに複数のカテゴリを含めるには、各カテゴリをパイプ 
(|) で区切ります。例: "Horror|Action"。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')

personalize_events.put_items( 
    datasetArn = 'dataset arn', 
    items = [{ 
      'itemId': 'item ID', 
      'properties': "{\"propertyName\": \"item data\"}"    
      }, 
      { 
      'itemId': 'item ID', 
      'properties': "{\"propertyName\": \"item data\"}"    
      }]
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)

SDK for Java 2.x

public static int putItems(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient, 
                           String datasetArn, 
                           String item1Id, 
                           String item1PropertyName, 
                           String item1PropertyValue, 
                           String item2Id, 
                           String item2PropertyName, 
                           String item2PropertyValue) { 

    int responseCode = 0; 
    ArrayList<Item> items = new ArrayList<>(); 

    try { 
        Item item1 = Item.builder() 
                .itemId(item1Id) 
                .properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", 
                        item1PropertyName, item1PropertyValue)) 
                .build(); 

        items.add(item1); 

        Item item2 = Item.builder() 
                .itemId(item2Id) 
                .properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", 
                        item2PropertyName, item2PropertyValue)) 
                .build(); 

        items.add(item2); 

        PutItemsRequest putItemsRequest = PutItemsRequest.builder() 
                .datasetArn(datasetArn) 
                .items(items) 
                .build(); 

        responseCode = 
 personalizeEventsClient.putItems(putItemsRequest).sdkHttpResponse().statusCode(); 
        System.out.println("Response code: " + responseCode); 
        return responseCode; 

    } catch (PersonalizeEventsException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    } 
    return responseCode; 
    }

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { PutItemsCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize-events";
import { personalizeEventsClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeEventsClient = new PersonalizeEventsClient({ region: "REGION"});

// Set the put items parameters. For string properties and values, use the \ character 
 to escape quotes.
var putItemsParam = { 
    datasetArn: 'DATASET_ARN', /* required */ 
    items: [    /* required */ 
      { 
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        'itemId': 'ITEM_ID',  /*  required */ 
        'properties': "{\"PROPERTY1_NAME\": \"PROPERTY1_VALUE\", \"PROPERTY2_NAME\": 
 \"PROPERTY2_VALUE\", \"PROPERTY3_NAME\": \"PROPERTY3_VALUE\"}"   /* optional */ 
      } 
    ]
};
export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeEventsClient.send(new 
 PutItemsCommand(putItemsParam)); 
    console.log("Success!", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

ステップ 3: レコメンダーまたはカスタムリソース
を作成する

データをインポートしたら、レコメンダーまたはカスタムリソースを作成する準備が整います。次のリ
ソースを使用して、レコメンデーションを取得します。作成するリソースは、データセットグループのタ
イプによって異なります。

• ドメインデータセットグループについては、ドメインに基づいて事前定義されたユースケース向けに
最適なレコメンダーを作成します。レコメンダーを使用して、レコメンダーを取得します。利用可能な
ユースケースの詳細については、「」を参照してくださいドメインのユースケースの選択 (p. 97)。ドメ
インデータセットグループにカスタムリソースを追加することもできます。これらには、カスタムユー
スケース向けにトレーニングされたソリューションやソリューションバージョンが含まれます。

• カスタムデータセットグループについては、レシピを使用してソリューションを設定します。次に、ソ
リューションバージョンの作成 (モデルのトレーニング) を行います。利用可能なレシピの詳細について
は、「」を参照してくださいレシピの説明を表示します。 (p. 102)。

リアルタイムのレコメンデーションについては、ソリューションバージョンをキャンペーンにデプロイ
します。バッチレコメンデーションとユーザーセグメントについては、キャンペーンは必要ありませ
ん。

トピック
• ドメインレコメンダーの作成 (p. 181)
• カスタムリソース (p. 195)

ドメインレコメンダーの作成
データをインポートしたら、ドメインデータセットグループでレコメンダーの作成、評価、管理を開始で
きます。レコメンダーは、レコメンデーションを生成するドメインデータセットグループリソースです。
これをアプリケーションで使用して、GetRecommendations (p. 559)操作でリアルタイムのレコメンデー
ションを取得します。

トピック
• レコメンダーの作成 (p. 182)
• レコメンダーの評価 (p. 187)
• レコメンダーの管理 (p. 191)
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レコメンダーの作成
ドメインデータセットグループを作成してデータをインポートしたら、ドメインのユースケースのレコメ
ンダーを作成できます。レコメンダーは、レコメンデーションを生成するドメインデータセットグループ
リソースです。アプリケーションでレコメンダーを使用して、GetRecommendations (p. 559)操作でリア
ルタイムのレコメンダーを取得します。

レコメンダーを作成する場合、ユースケースを指定します。そして、Amazon Personalize は、ユースケー
スに最適な設定でレコメンダーをサポートするモデルをトレーニングします。各ユースケースには、レコ
メンデーションを取得するための異なる API 要件があります。ドメイン別の推奨ユースケースのリストに
ついては、を参照してくださいドメインのユースケースの選択 (p. 97)。リージョンごとに最大 15 つのレ
コメンダーを作成できます。

Amazon Personalize は 7 日ごとにレコメンダーをサポートするモデルを自動的に再トレーニングします。
これは、データセット内のデータ全体に基づいてまったく新しいモデルを作成する完全な再トレーニング
です。Amazon Personalize は 2 時間ごとに既存のモデルを更新して、探索を伴うレコメンダーに新しいア
イテムを含めます。

Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用し
て、レコメンデーションを作成できます。

推薦者ステータス

レコメンダーは、次に示す状態のいずれかになります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

レコメンダーステータスを取得するには、Amazon Personalize コンソールのレコメンダーページに移動す
るか、DescribeRecommender (p. 472)オペレーションを使用してください。

トピック
• 1 秒あたりの最小レコメンダーリクエスト数とauto-scaling (p. 182)
• レコメンダーの作成 (コンソール) (p. 183)
• レコメンダーの作成 (AWS CLI) (p. 184)
• レコメンダー (AWSSDK) の作成 (p. 185)

1 秒あたりの最小レコメンダーリクエスト数とauto-scaling
Important

minRecommendationRequestsPerSecond高くなると請求額が増えま
す。minRecommendationRequestsPerSecond(デフォルト) は 1 から始めること
をお勧めします。Amazon CloudWatch のメトリックスを使用して使用状況を追跡
し、minRecommendationRequestsPerSecond必要に応じて増やしてください。

レコメンダーを作成するときに、レコメンダーの 1 秒あたりの最小レコメンデーションリクエスト数
を設定できます。1 秒あたりの最小推奨リクエスト数 (minRecommendationRequestsPerSecond) 
は、Amazon Personalize によってプロビジョニングされるベースラインの推奨リクエストスループットを
指定します。 minRecommendationRequestsPerSecond デフォルトはです1。レコメンデーションリクエ
ストは 1GetRecommendations 回の操作です。リクエストスループットは 1 秒あたりのリクエスト数で
測定され、Amazon Personalize は 1 秒あたりのリクエスト数を使用して、1 時間あたりのリクエスト数と
レコメンダー利用料金を算出します。

1 秒あたりのリクエスト数が 1 秒を超えて増加した場
合minRecommendationRequestsPerSecond、Amazon Personalize はプロビジョンド容
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量を自動的にスケールアップまたはスケールダウンしますが、それ以下にはスケールしませ
んminRecommendationRequestsPerSecond。容量が引き上げられている間に短時間の遅延が生じま
す。これにより、リクエストの損失が生じる可能性があります。

請求額は、1 時間あたりの最小リクエスト数 (基準値 minRecommendationRequestsPerSecond) 
または実際のリクエスト数のどちらか大きい方になります。実際に使用されたリクエストスルー
プットは、1 時間のウィンドウ内の平均リクエスト数/秒として計算されます。デフォルトから始め
てminRecommendationRequestsPerSecond、Amazon CloudWatch メトリクスを使用して使用状況を
追跡し、minRecommendationRequestsPerSecond必要に応じて増やすことをお勧めします。

レコメンダーの作成 (コンソール)
Important

minRecommendationRequestsPerSecond高くなると請求額が増えま
す。minRecommendationRequestsPerSecond(デフォルト) は 1 から始めること
をお勧めします。Amazon CloudWatch のメトリックスを使用して使用状況を追跡
し、minRecommendationRequestsPerSecond必要に応じて増やしてください。詳細について
は、1 秒あたりの最小レコメンダーリクエスト数とauto-scaling (p. 182)を参照してください。

次のように、Amazon Personalize コンソールを使用して各ユースケース向けのレコメンダーを作成しま
す。ドメインデータセットグループを作成したばかりで、既に [Overview] (概要) のページが表示されてい
る場合は、ステップ 3 に進みます。

レコメンダーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、ドメインデータセットグループを選択します。
3. <domain name>中央のカードの「レコメンダーを使う」タブで、「レコメンダーを作成」を選択しま

す。
4. レコメンダーの作成ページで、レコメンダーを作成したいユースケースを選択し、それぞれにレコメ

ンダー名を付けます。Amazon Personalize は、選択した各ユースケースについてレコメンダーを作
成します。使用可能なユースケースは、ドメインによって異なります。ユースケースの選択について
は、「ドメインのユースケースの選択 (p. 97)」を参照してください。

5. レコメンダー構成を変更するには、オプションで「デフォルトのレコメンダー構成を使用する」を切
り替えて以下を変更します。

• オプションで、レコメンダーの 1 秒あたりの最小レコメンデーションリクエスト数に
変更を加えます。minRecommendationRequestsPerSecond高くなると請求額が増
えます。minRecommendationRequestsPerSecond(デフォルト) は 1 から始めるこ
とをお勧めします。Amazon CloudWatch のメトリックスを使用して使用状況を追跡
し、minRecommendationRequestsPerSecond必要に応じて増やしてください。詳細について
は、1 秒あたりの最小レコメンダーリクエスト数とauto-scaling (p. 182)を参照してください。

• Top picks for yourRecommended for youまたはユースケースでは、オプションで探索設
定を変更します。探索では、さまざまなアイテムのレコメンダーをテストして、インタラクショ
ンデータがほとんどないアイテムにどのように反応するかを学習します。次のフィールドを使用し
て、探索を設定します。
• 関連性の低いアイテムの探索に重点を置く (API については、これは ExplorationWeight と呼ば

れますRecommenderConfig (p. 653))。探索する量を設定します。0 ～ 1 の 10 進値を指定しま
す。デフォルトは 0.3 です。値が 1 に近くなるほど、探索が多くなります。探索が多いほど、レ
コメンダーには、インタラクションデータまたは関連性が少ないアイテムがより頻繁に含まれま
す。ゼロでは、探索は行われず、レコメンデーションは現在のデータに基づきます (関連性)。

• 探索アイテムの最長期間を指定します:最新のインタラクションからの日数で、アイテムが存在
するようになってからの最長期間を指定します。これはアイテム探索の範囲を定義します。例え
ば、10 と入力すると、Amazon Personalize 探索には、データセット内の最新のインタラクショ
ンから 10 日間のインタラクションデータを含むアイテムのみが含まれます。
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Amazon Personalize が探索中に考慮するアイテムを増やすには、より大きな値を入力します。
最小値は 1 日、デフォルトは 30 日です。レコメンデーションには、この時間枠外のインタラク
ションデータを含まないアイテムが含まれる場合があります。これは、これらのアイテムがユー
ザーに関連しており、探索ではそれらを特定できなかったことによります。

6. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon Personalize リソースのタグ付けの詳
細については、「」を参照してくださいAmazon Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。

7. 各ユースケースのレコメンダーを作成するには、[Create recommenders] (レコメンダーを作成) を選
択します。

各レコメンダーのステータスは、[Recommenders] (レコメンダー) のページでモニタリングできま
す。レコメンダーのステータスが Active の場合、アプリケーションでそれを使用してレコメンデー
ションを取得できます。

レコメンダーの作成 (AWS CLI)

次の AWS CLI コードを使用して、ドメインのユースケースのレコメンダーを作成します。このコード
は、各ドメインユースケースのために実行します。recipeArn で、ユースケースの Amazon リソース
ネーム (ARN) を指定します。使用可能なユースケースは、ドメインによって異なります。ユースケースと
その ARN のリストについては、「ドメインのユースケースの選択 (p. 97)」を参照してください。

Top picks for yourRecommended for you私たちのユースケースでは、Amazon Personalize は商
品をおすすめする際に探索を行います。詳細については、「探索の設定 (p. 184)」を参照してください。

aws personalize create-recommender \
--name recommender name \
--dataset-group-arn dataset group ARN \
--recipe-arn recipe ARN

探索の設定

Top picks for yourRecommended for you私たちのユースケースでは、Amazon Personalize は商
品をおすすめする際に探索を行います。探索では、さまざまなアイテムのレコメンダーをテストして、イ
ンタラクションデータがほとんどないアイテムにどのように反応するかを学習します。探索は次のように
構成できます。

• 関連性の低いアイテムの探索に重点を置く (API については、これは ExplorationWeight と呼ばれま
すRecommenderConfig (p. 653))。探索する量を設定します。0 ～ 1 の 10 進値を指定します。デフォ
ルトは 0.3 です。値が 1 に近くなるほど、探索が多くなります。探索が多いほど、レコメンダーには、
インタラクションデータまたは関連性が少ないアイテムがより頻繁に含まれます。ゼロでは、探索は行
われず、レコメンデーションは現在のデータに基づきます (関連性)。

• 探索アイテムの最長期間を指定します:最新のインタラクションからの日数で、アイテムが存在するよう
になってからの最長期間を指定します。これはアイテム探索の範囲を定義します。例えば、10 と入力す
ると、Amazon Personalize 探索には、データセット内の最新のインタラクションから 10 日間のインタ
ラクションデータを含むアイテムのみが含まれます。

Amazon Personalize が探索中に考慮するアイテムを増やすには、より大きな値を入力します。最小値は 
1 日、デフォルトは 30 日です。レコメンデーションには、この時間枠外のインタラクションデータを含
まないアイテムが含まれる場合があります。これは、これらのアイテムがユーザーに関連しており、探
索ではそれらを特定できなかったことによります。

次のコードは、Top picks for youユースケースのレコメンダーを作成するときに探索を設定する方法
を示しています。この例では、デフォルト値が使用されます。

aws personalize create-recommender \ 
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  --name recommender name \ 
  --dataset-group-arn dataset group ARN \ 
  --recipe-arn arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks \ 
  --recommender-config "{\"itemExplorationConfig\":{\"explorationWeight\":\"0.3\",
\"explorationItemAgeCutOff\":\"30\"}}"

レコメンダー (AWSSDK) の作成

次のコードを使用して、ドメインのユースケースのレコメンダーを作成します。レコメンダーに名前を付
け、ドメインデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。にはrecipeArn、
ユースケースに合わせた ARN を入力してください。このコードは、各ドメインユースケースのために実
行します。使用可能なユースケースは、ドメインによって異なります。ユースケース、ARN、および要件
のリストについては、「」を参照してくださいドメインのユースケースの選択 (p. 97)。

Top picks for yourRecommended for you私たちのユースケースでは、Amazon Personalize は商
品をおすすめする際に探索を行います。詳細については、「探索の設定 (p. 186)」を参照してください。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

create_recommender_response = personalize.create_recommender( 
  name = 'recommender name', 
  recipeArn = 'recipe ARN', 
  datasetGroupArn = 'dataset group ARN'      
)

recommender_arn = create_recommender_response['recommenderArn']

print('Recommender ARN:' + recommender_arn)

SDK for Java 2.x

    public static String createRecommender(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                           String name, 
                                           String datasetGroupArn, 
                                           String recipeArn) { 

        long maxTime = 0; 
        long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds 
        String recommenderStatus = ""; 

        try { 
                CreateRecommenderRequest createRecommenderRequest = 
 CreateRecommenderRequest.builder() 
                        .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                        .name(name) 
                        .recipeArn(recipeArn) 
                        .build(); 

                CreateRecommenderResponse recommenderResponse = 
 personalizeClient.createRecommender(createRecommenderRequest); 
                String recommenderArn = recommenderResponse.recommenderArn(); 
                System.out.println("The recommender ARN is " + recommenderArn); 

                DescribeRecommenderRequest describeRecommenderRequest = 
 DescribeRecommenderRequest.builder() 
                        .recommenderArn(recommenderArn) 
                        .build(); 

185



Amazon Personalize デベロッパーガイド
ドメインレコメンダーの作成

                maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

                while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                    recommenderStatus = 
 personalizeClient.describeRecommender(describeRecommenderRequest).recommender().status(); 
                    System.out.println("Recommender status: " + recommenderStatus); 

                    if (recommenderStatus.equals("ACTIVE") || 
 recommenderStatus.equals("CREATE FAILED")) { 
                        break; 
                    } 
                    try { 
                        Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                    } catch (InterruptedException e) { 
                        System.out.println(e.getMessage()); 
                    } 
                } 
                return recommenderArn; 

        } catch(PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateRecommenderCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";

// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

// Set the recommender's parameters.
export const createRecommenderParam = { 
  name: 'NAME', /* required */ 
  recipeArn: 'RECIPE_ARN', /* required */ 
  datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN'  /* required */
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateRecommenderCommand(createRecommenderParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

探索の設定

Top picks for yourRecommended for you私たちのユースケースでは、Amazon Personalize は商
品をおすすめする際に探索を行います。探索では、さまざまなアイテムのレコメンダーをテストして、イ
ンタラクションデータがほとんどないアイテムにどのように反応するかを学習します。探索は次のように
構成できます。
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• 関連性の低いアイテムの探索に重点を置く (API については、これは ExplorationWeight と呼ばれま
すRecommenderConfig (p. 653))。探索する量を設定します。0 ～ 1 の 10 進値を指定します。デフォ
ルトは 0.3 です。値が 1 に近くなるほど、探索が多くなります。探索が多いほど、レコメンダーには、
インタラクションデータまたは関連性が少ないアイテムがより頻繁に含まれます。ゼロでは、探索は行
われず、レコメンデーションは現在のデータに基づきます (関連性)。

• 探索アイテムの最長期間を指定します:最新のインタラクションからの日数で、アイテムが存在するよう
になってからの最長期間を指定します。これはアイテム探索の範囲を定義します。例えば、10 と入力す
ると、Amazon Personalize 探索には、データセット内の最新のインタラクションから 10 日間のインタ
ラクションデータを含むアイテムのみが含まれます。

Amazon Personalize が探索中に考慮するアイテムを増やすには、より大きな値を入力します。最小値は 
1 日、デフォルトは 30 日です。レコメンデーションには、この時間枠外のインタラクションデータを含
まないアイテムが含まれる場合があります。これは、これらのアイテムがユーザーに関連しており、探
索ではそれらを特定できなかったことによります。

次のコードは、レコメンダーを作成する際に探索を設定する方法を示しています。この例では、デフォル
ト値が使用されます。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

create_recommender_response = personalize.create_recommender( 
  name = 'recommender name', 
  recipeArn = 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks', 
  datasetGroupArn = 'dataset group ARN', 
  recommenderConfig = {"itemExplorationConfig": {"explorationWeight": "0.3", 
 "explorationItemAgeCutOff": "30"}}
)

recommender_arn = create_recommender_response['recommenderArn']

print('Recommender ARN:' + recommender_arn)

レコメンダーの評価
オフラインおよびオンラインのメトリクスを使用して、レコメンダーのパフォーマンスを評価できま
す。オンラインメトリクスは、リアルタイムのレコメンデーションを使用して、ユーザーのインタラク
ションで観察される経験的な結果です。例えば、ユーザーがカタログを閲覧するときのユーザーのクリッ
ク率を記録できます。オンラインメトリクスの生成および記録は、ユーザーの責任において行われます。

オフラインメトリクスは、レコメンダーを作成したときに Amazon Personalize が生成するメトリクスで
す。オフラインメトリクスを使用して、レコメンダーのベースとなるモデルのパフォーマンスを評価でき
ます。オフラインメトリクスにより、同じデータでトレーニングされた他のモデルとモデルを比較できま
す。このセクションの残りの部分では、メトリクスという用語はオフラインメトリクスをいいます。

パフォーマンスメトリクスを取得するために、Amazon Personalize は、入力インタラクションデータをト
レーニングセットとテストセットに分割します。トレーニングセットは、ユーザーの90％とそのインタラ
クションデータで設定されています。テストセットは、残りの 10% のユーザとそのインタラクションデー
タで設定されています。

その後、Amazon Personalize は、トレーニングセットを使用してレコメンダーを作成します。トレーニン
グが完了すると、Amazon Personalize は、新しいレコメンダーに、テストセットからの各ユーザーのデー
タの最も古い 90% を入力として提供します。その後、Amazon Personalize は、レコメンダーが生成する
レコメンデーションを、テストセットからの各ユーザーのデータの最新の 10% における実際のインタラク
ションと比較します。

トピック
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• メトリクスの取得 (p. 188)
• 指標定義 (p. 189)
• 例 (p. 191)
• その他のリソース (p. 191)

メトリクスの取得
レコメンダーがアクティブになると、Amazon Personalize コンソールでレコメンダーのメトリックスを表
示したり、DescribeRecommender (p. 472)オペレーションを呼び出してメトリックスを取得したりでき
ます。

トピック
• メトリクスの表示 (コンソール) (p. 188)
• 指標の取得 (AWS CLI) (p. 188)
• メトリクス (AWSSDK) の取得 (p. 189)

メトリクスの表示 (コンソール)

コンソールでレコメンダーメトリックを表示するには、レコメンダーの詳細ページに移動します。

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、ドメイン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から、[Recommenders] (レコメンダー) を選択します。
4. レコメンダーのリストから、メトリクスを表示するレコメンダーを選択します。

指標の取得 (AWS CLI)

次のコードは、でレコメンダー用のメトリクスを取得する方法を示していますAWS CLI。

aws personalize describe-recommender \
--recommender-arn recommender arn

VIDEO_ON_DEMAND ドメインのトップピックフォーユーユースケース用に作成されたレコメンダーから
のメトリクスの出力例を次に示します。

{ 
    "recommender": { 
        "recommenderArn": "arn:aws:personalize:region:acct-id:recommender/recommenderName", 
        "datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:region:acct-id:dataset-group/dsGroupName", 
        "name": "name123", 
        "recipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks", 
        "modelMetrics": { 
            "coverage": 0.27, 
            "mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0379, 
            "normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0405, 
            "normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0513, 
            "normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0828, 
            "precision_at_5": 0.0136, 
            "precision_at_10": 0.0102, 
            "precision_at_25": 0.0091, 
        } 
        "recommenderConfig": {}, 
        "creationDateTime": "2022-05-06T10:11:24.589000-07:00", 
        "lastUpdatedDateTime": "2022-05-06T10:34:33.270000-07:00", 
        "status": "ACTIVE", 
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    }
}

メトリクス (AWSSDK) の取得

次のコードは、SDK for Python (Boto3) を使用してレコメンダーのメトリクスを取得する方法を示してい
ます。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.describe_recommender( 
    recommenderArn = 'recommender_arn'
)
print(response['recommender']['modelMetrics'])

VIDEO_ON_DEMAND ドメインのトップピックフォーユーユースケース用に作成されたレコメンダーから
のメトリクスの出力例を次に示します。

{ 
    "recommender": { 
        "recommenderArn": "arn:aws:personalize:region:acct-id:recommender/recommenderName", 
        "datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:region:acct-id:dataset-group/dsGroupName", 
        "name": "name123", 
        "recipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks", 
        "modelMetrics": { 
            "coverage": 0.27, 
            "mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0379, 
            "normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0405, 
            "normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0513, 
            "normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0828, 
            "precision_at_5": 0.0136, 
            "precision_at_10": 0.0102, 
            "precision_at_25": 0.0091, 
        } 
        "recommenderConfig": {}, 
        "creationDateTime": "2022-05-06T10:11:24.589000-07:00", 
        "lastUpdatedDateTime": "2022-05-06T10:34:33.270000-07:00", 
        "status": "ACTIVE", 
    }
}

指標定義
Amazon Personalize がレコメンダー向けに生成する指標は、以下の用語を使用して説明されています。

• 関連レコメンデーションとは、ユーザーが実際に操作したアイテムに対するレコメンデーションです。
これらのアイテムは、テストセットからの各ユーザーのインタラクションデータの最新の 10% からのも
のです。

• ランク は、推奨事項リスト内の推奨される事項の順位を示しています。順位 1 (リストの上位) は、ユー
ザーにとって最も高い関連事項であると推定されます。

各指標では、数値が大きいほど (1 に近い)、優れています。詳細については、に記載されているリソース
を参照してくださいその他のリソース (p. 191)。

カバレッジ

カバー率が高くなります。これは、インタラクションデータセットとアイテムデータセットにあ
る一意の製品の総数から、Amazon Personalize が推奨する可能性のある個別製品の割合を示しま
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す。カバー率が高くなります。つまり、Amazon Personalize は、異なるユーザーに同じ数製品を
繰り返し推奨するよりも、より多くの製品を推奨します。アイテム探索を特徴とするユースケース 
(VIDEO_ON_DEMAND) や、おすすめのユースケース (Eコマース) は、そうでないユースケースより
もカバー率が高くなります。

25 での平均逆ランク

この指標は、上位の順位でモデルが関連性の高いレコメンデーションを生成できるかどうかを示しま
す。ユーザーに関連する検索結果を生成していて、ユーザーがリストの下位にある項目を選択するこ
とを期待しない場合は、平均相互ランクが25と高いモデルを選択できます。たとえば、ユーザーは検
索結果の最初の料理レシピを選択することがよくあります。

Amazon Personalize は、レコメンデーションのリクエストの相互平均ランクスコアを使用してこの
指標を計算します。各相互ランクスコアは次のように計算されます。ここで1 / the rank of the 
highest item interacted with by the user、可能なランキングの合計は25です。ユーザー
が操作したその他のランクの低いアイテムは無視されます。ユーザーが最初の項目を選択した場合、
スコアは 1 です。どのアイテムも選択しない場合、スコアは 0 になります。

たとえば、3 人の異なるユーザーに、それぞれ 25 件のレコメンデーションを表示するとします。
• ユーザー 1 がランク 4 のアイテムをクリックし、ランク 10 のアイテムをクリックすると、相互の

ランクスコアは 1/4 になります。
• ユーザー 2 がランク 2 のアイテム、ランク 4 のアイテム、ランク 12 のアイテムをクリックした場

合、それぞれのランクスコアは 1/2 になります。
• ユーザー 3 がランク 6 のアイテムを 1 つクリックした場合、相互のランクスコアは 1/6 になりま

す。

すべてのレコメンデーションのリクエストに対する平均相互ランク (この場合は 3) は、次のように計
算されます(1/4 + 1/2 + 1/6) / 3 = .3056。

K (5、10、25) での正規化減損累積利得 (NCDG)

このメトリクスは、モデルがレコメンデーションをどの程度ランク付けしているかを示します。こ
こで、K は 5、10、25 のレコメンデーションのサンプルサイズです。この指標は、最高ランクの項
目だけでなく、おすすめのランキングにも関心がある場合に役立ちます（これについては、「」を参
照mean reciprocal rank at 25）。たとえば、NCDG at 10のスコアは、カルーセルに一度に最
大10本の映画を表示するアプリケーションがある場合に役立ちます。

Amazon Personalize は、テストセット内の各ユーザーのランキング順位に基づいてレコメンデーショ
ンに重みを割り当てて NCDG を計算します。各推奨は、その順位に応じた係数によって割り引きされ
ます (重みが低くなる)。最後の指標は、テストセットのすべてのユーザーの平均です。K での正規化
された割引累積利益は、リストの下位にある推奨事項が、リストの上位にある推奨事項よりも関連性
が低いことを想定しています。

Amazon Personalize は、リストの上位が順位 1 である 1/log(1 + position) の重量要素を使用し
ます。

precision at K

このメトリクスは、K (5、10、25) のレコメンデーションのサンプルサイズに基づいてモデルのレコ
メンデーションがどの程度関連しているかを示します。

Amazon Personalize では、テストセット内の各ユーザーについて上位 K 件のレコメンデーションの
中から関連するレコメンデーションの数を K で割ってこの指標を計算します。K は 5、10、または 25 
です。最後の指標は、テストセットのすべてのユーザーの平均です。

たとえば、あるユーザーに10個の項目を推奨し、ユーザーがそのうちの3つを操作した場合、Kでの精
度は、3 / 10 = .30正しく予測された3つの項目を合計10個の推奨項目で割った値になります。

この指標は、関連商品を的確に推奨する指標となります。スコアが 1 に近いほど、モデルの精度が高
くなります。
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例
以下は、特定のユーザー向けのレコメンデーションのリストを作成するレコメンダーの簡単な例です。2 
番目と 5 番目のレコメンデーションは、このユーザーのテストデータのレコードと一致します。これらは
関連するレコメンデーションです。K が 5 に設定されている場合、次のメトリクスがユーザーに生成され
ます。

reciprocal_rank

計算: 1/2

結果: 0.5000
normalized_discounted_cumulative_gain_at_5

計算: (1/log(1 + 2) + 1/log(1 + 5)) / (1/log(1 + 1) + 1/log(1 + 2))

結果: 0.6241
precision_at_5

計算: 2/5

結果: 0.4000

その他のリソース
レコメンダーシステムのさまざまなタイプの指標について詳しくは、以下の外部リソースをご覧くださ
い。

• MRR 対 MAP 対 NDCG: ランクを意識した評価指標とその使用タイミング
• 割引後の累積利益:知っておくべきランキング指標
• レコメンダーシステムの再現率と精度 (k)
• レコメンダーシステムのランキング評価指標

レコメンダーの管理
Amazon Personalize は 7 日ごとにレコメンダーをサポートするモデルを自動的に再トレーニングしま
す。これは、データセット内のデータ全体に基づいてまったく新しいモデルを作成する完全な再トレー
ニングです。ユーザー向けにパーソナライズされたレコメンデーションを作成するレコメンダーについて
は、Amazon Personalize は 2 時間ごとに既存のモデルを更新して、探索を伴うレコメンデーションに新
しいアイテムを含めます。手順については、「レコメンダーの作成 (p. 182)」を参照してください。レコ
ダーを作成したら、Amazon Personalize コンソールまたはUpdateRecommender (p. 547) API オペレー
ションを使用してレコメンダーの設定を更新できます。

アクティブなレコメンダーへの請求を一時停止したい場合は、レコメンダーを停止して後で再起動できま
す。詳細については、「レコメンダーを停止および開始する (p. 192)」を参照してください。

どのユースケースでも、レコメンダーの 1 秒あたりの最小レコメンデーションリクエスト数を更新でき
ます。1 秒あたりの最小推奨リクエスト数 (minRecommendationRequestsPerSecond) パラメータ
は、Amazon Personalize によってプロビジョニングされるベースラインの推奨リクエストスループットを
指定します。 minRecommendationRequestsPerSecond デフォルトはです1。詳細については、「1 秒あた
りの最小レコメンダーリクエスト数とauto-scaling (p. 182)」を参照してください。

[Top picks for for for for for for for for for for for for for for for for for it] (おすすめ商品) と [Recommended for 
for for for for for for for for for for for for for for for

• 関連性の低いアイテムの探索に重点を置く (API の場合、これは Exploration 
WeightRecommenderConfig (p. 653)): 探索する量を設定します。0 ～ 1 の 10 進値を指定します。デ
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フォルトは 0.3 です。値が 1 に近くなるほど、探索が多くなります。探索が多いほど、レコメンダーに
は、インタラクションデータまたは関連性が少ないアイテムがより多く含まれます。ゼロでは、探索は
行われず、レコメンデーションは現在のデータに基づきます (関連性)。

• Exploration item age off (探索アイテムが存在するようになってからの期間のカットオフ): アイテムが存
在するようになってからの期間のカットオフ:アイテムが存在するようになってからの最長期間を指定し
ます。これはアイテム探索の範囲を定義します。例えば、10 と入力すると、データセット内の最新のイ
ンタラクションから 10 日間のインタラクションデータを含むアイテムのみが探索時に含まれます。

Amazon Personalize が探索中に考慮するアイテムを増やすには、より大きな値を入力します。最小値は 
1 日、デフォルトは 30 日です。レコメンデーションには、この時間枠外のインタラクションデータを含
まないアイテムが含まれる場合があります。これは、これらのアイテムがユーザーに関連しており、探
索ではそれらを特定できなかったことによります。

レコメンダーの更新 (Amazon Personalize コンソール)
レコメンダーを作成したら、レコメンダーの 1 秒あたりの最小レコメンデーションリクエスト数を更新で
きます。[Top picks for for for for for for for for for for for for for for for it] (おすすめ商品) と [Recommended 
for for for for for for for for for for コンソールでレコメンダーを更新するには、次の操作を実行します。

レコメンダーの設定を更新するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、ドメイン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から、[Recommenders] (レコメンダー) を選択します。
4. [Recommenders] (レコダー) のページで、更新するレコメンダーを選択します。
5. [Recommender configuration] (レコメンダー設定) で、[Edit] (編集) を選択します。
6. レコメンダーの構成を希望どおりに変更し、[更新] を選択します。

レコメンダーを停止および開始する
レコメンダーがアクティブになったら、レコメンダーを停止して後で起動できます。これにより、レコメ
ンダー請求を一時停止して、使用したときのみ支払いを行うことができます。例えば、特定の曜日にのみ
レコメンダーを取得する必要がある場合があります。必要のない日にレコメンダーを停止し、必要になっ
た日にレコメンダーを開始できます。

レコダーを停止すると、そのレコメンダーを使用してレコメンダーを取得することはできません。レコメ
ンダーを停止すると、レコメンダーの請求と再トレーニングが中止されます。ただし、レコメンダーを
停止してもレコメンダーは削除されません。いつでも再起動して、レコメンデーションの取得を再開でき
ます。レコメンダーを起動しても、データを使用して新しいレコメンダーが作成されるわけではありませ
ん。むしろ、7 日ごとにレコメンダーへの請求と再トレーニングが再開されます。

Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS 
SDK、StartRecommender (p. 531)またはおよびStopRecommender (p. 533) API オペレーションを使用
してレコメンダーを停止および開始できます。

レコメンダー州

レコメンダーを停止すると、レコメンダーの状態は次の順序で ACTIVE から INACTIVE に変わります。

アクティブ > 停止待ち > 停止中 > 非アクティブ

レコメンダーを起動すると、レコメンダーの状態は次の順序で INACTIVE から ACTIVE に変わります。

非アクティブ > 開始待ち > 開始中 > アクティブ

トピック
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• レコメンダーを停止および開始する (コンソール) (p. 193)
• レコメンダーの停止と再起動 (AWS CLI) (p. 193)
• レコメンダー (AWSSDK) の停止と再起動 (p. 194)

レコメンダーを停止および開始する (コンソール)

Amazon Personalize を使用して、レコメンダーを停止および再起動できます。

トピック
• レコメンダーを停止する (コンソール) (p. 193)
• レコメンダーを起動する (コンソール) (p. 193)

レコメンダーを停止する (コンソール)

次のように、Amazon Personalize コンソールを使用してアクティブなレコメンダーを停止できます。

レコダーを停止するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、ドメイン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から、[Recommenders] (レコメンダー) を選択します。
4. [Recommenders] (レコダー) のページで、停止するレコメンダーを選択します。
5. 右上の [レコメンダーを停止] を選択し、表示されるウィンドウで確定します。

レコメンダーステータスが非アクティブになると、レコメンダーは停止しています。これにより、レ
コメンダーへの請求や再トレーニングが中止されます。レコダーは、ユーザーがチャネルを開始する
まで使用できません。

レコメンダーを起動する (コンソール)

Amazon Personalize コンソールを使用して、以下のように非アクティブなレコメンダーを起動できます。

レコダーを開始するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、ドメイン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から、[Recommenders] (レコメンダー) を選択します。
4. [Recommenders] (レコダー) のページで、開始するレコメンダーを選択します。
5. 右上の [レコメンダーを開始] を選択し、表示されるウィンドウでレコメンダーを起動することを確認

します。

レコメンダーステータスがアクティブになると、レコメンデーションの取得を再開できます。レコメ
ンダー請求と自動再トレーニングも再開されます。

レコメンダーの停止と再起動 (AWS CLI)

でアクティブなレコメンダーを停止するにはAWS CLI、stop-recommenderコマンドを使用して、レコ
メンダーの Amazon リソースネーム (ARN) を次のように指定します。

aws personalize stop-recommender --recommender-arn "recommender arn"
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で非アクティブなレコメンダを起動するにはAWS CLI、start-recommenderコマンドを使用して、停止
したレコメンダの ARN を次のように指定します。

aws personalize start-recommender --recommender-arn "recommender arn"

API オペレーションの詳細については、「」StartRecommender (p. 531) と「」を参照してくださ
いStopRecommender (p. 533)。

レコメンダー (AWSSDK) の停止と再起動

AWSSDK を使用して、アクティブなレコメンダーを起動したり、非アクティブなレコメンダーを停止した
りできます。API オペレーションの詳細については、「」StartRecommender (p. 531) および「」を参照
してくださいStopRecommender (p. 533)。

トピック
• レコメンダー (AWSSDK) の停止 (p. 194)
• レコメンダー (AWSSDK) の起動 (p. 195)

レコメンダー (AWSSDK) の停止

次のコードは、AWS SDK を使用してアクティブなレコメンダーを停止する方法を示しています。停止す
ると、レコメンダーへの請求と自動再トレーニングが停止します。レコダーは、再起動するまで使用でき
ません。

SDK for Python (Boto3)

SDK for Python (Boto3) でアクティブなレコメンダーを停止するには、stop_recommenderメソッド
を使用し、以下のようにレコメンダーに Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

import boto3
personalize = boto3.client('personalize')

stop_recommender_response = personalize stop_recommender( 
    recommenderArn = "recommenderARN"
)
print(stop_recommender_response)

SDK for Java 2.x

SDK for Java 2.x でアクティブなレコメンダーを停止するには、stopRecommender次のメソッドを
使用してレコメンダーの ARN を指定します。

public static void stopRecommender(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                              String datasetGroupArn) { 
     
    try { 
     
        StopRecommenderRequest stopRecommenderRequest = 
 StopRecommenderRequest.builder() 
                .recommenderArn(recommenderArn) 
                .build(); 
        personalizeClient.stopRecommender(stopRecommenderRequest); 
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    } 
    return "";
}
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レコメンダー (AWSSDK) の起動

次のコードは、AWS SDK を使用して非アクティブなレコメンダーを起動する方法を示しています。レコ
メンダーステータスがアクティブになると、レコメンデーションの取得を再開できます。同時に、レコメ
ンダーへの請求と自動再トレーニングも再開されます。

SDK for Python (Boto3)

SDK for Python (Boto3) で非アクティブなレコメンダーを起動するには、start_recommenderメ
ソッドを使用し、以下のようにレコメンダーに Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

import boto3
personalize = boto3.client('personalize')

start_recommender_response = personalize start_recommender( 
    recommenderArn = "recommenderARN"
)
print(start_recommender_response)

SDK for Java 2.x

SDK for Java 2.x で非アクティブなレコメンダーを起動するには、startRecommender次のメソッド
を使用してレコメンダーの ARN を指定します。

public static void startRecommender(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                              String datasetGroupArn) { 
     
    try { 
     
        StartRecommenderRequest startRecommenderRequest = 
 StartRecommenderRequest.builder() 
                .recommenderArn(recommenderArn) 
                .build(); 
        personalizeClient.startRecommender(startRecommenderRequest); 
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    } 
    return "";
}

カスタムリソース
データをインポートすると、推奨情報を得るために使用するカスタムリソースを作成する準備が整いま
す。リソース、以下のことをします。

1. ソリューションパラメータとレシピ固有のハイパーパラメータをカスタマイズします。
2. ソリューションバージョンには、モデルがします。ソリューションバージョンでは、Amazon 

Personalize のレコメンデーションまたはユーザーセグメントが生成されます。
3. キャンペーンでソリューションバージョンをデプロイする (リアルタイムのレコメンデーションのみ):

キャンペーンを作成してソリューションバージョンをデプロイします。キャンペーンには、リアルタイ
ムのレコメンデーションをリクエストします。バッチレコメンデーションを取得しようとしている場合
は、キャンペーンを作成する必要はありません。

トピック
• ソリューションとソリューションバージョンの作成 (p. 196)
• キャンペーンの作成 (p. 221)
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ソリューションとソリューションバージョンの作成
データのインポートが完了すると、ソリューションを作成する準備が整います。ソリューションと
は、Amazon Personalize のレシピ、カスタマイズされたパラメータ、および 1 つ以上のソリューション
バージョン (トレーニング済みモデル) の組み合わせをいいます。

Amazon Personalize でソリューションを作成するには、次のように操作します。

1. レシピを選択する – レシピは、Amazon Personalize の用語で、特定のユースケースに合わせてトレー
ニングする適切なアルゴリズムをいいます。レシピの説明を表示します。 (p. 102) を参照してくださ
い。

2. ソリューションを設定する – モデルが特定のビジネスニーズを満たすように、ソリューションパラメー
タとレシピ固有のハイパーパラメータをカスタマイズします。ソリューションの設定 (p. 196) を参照
してください。

3. ソリューションバージョンを作成する (モデルをトレーニングする) – Amazon Personalize がお客様の
ためにレコメンデーションを生成することを目的として使用する機械学習モデルをトレーニングしま
す。ソリューションバージョンの作成 (p. 209) を参照してください。

4. ソリューションバージョンを評価する – Amazon Personalize が新しいソリューションバージョンから
生成するメトリクスを使用して、モデルのパフォーマンスを評価します。「メトリクスを使用してソ
リューションバージョンを評価する (p. 215)」を参照してください。

ソリューションの設定
データのインポートが完了、ソリューションを作成する準備が整います。ソリューションとは、Amazon 
Personalize のレシピ、カスタマイズされたパラメータ、および 1 つ以上のソリューションバージョン (ト
レーニング済みモデル) の組み合わせの組み合わせをいいます。

ソリューションを設定すると、モデルが特定のビジネスニーズを満たすようにトレーニングをカスタマイ
ズできます。ソリューションを設定するには、トレーニングに使用するデータ、トレーニングに使用する
レシピ、および追加のソリューションパラメータとレシピ固有のハイパーパラメータを含むデータセット
グループを指定します。Interactions トレーニングデータに EVENT_TYPE および EVENT_VALUE データが
含まれている場合、ソリューションを設定するときに、トレーニングの前に Interactions データを除外で
きます。

コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用してソリューションを
作成および設定できます。

トピック
• ソリューションの設定 (コンソール) (p. 196)
• ソリューションの設定 (AWS CLI) (p. 197)
• ソリューションの設定 (AWS SDK) (p. 198)
• 追加の目的のためのソリューションの最適化 (p. 199)
• ハイパーパラメータおよび HPO (p. 203)
• トレーニングに使用するインタラクションデータの選択 (p. 206)

ソリューションの設定 (コンソール)

コンソールでソリューションを設定するには、使用するデータセットを含むデータセットグループを選択
してから、ソリューション名、レシピ、およびオプションのレシピ固有のハイパーパラメータを指定しま
す。

ソリューション (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。
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2. Go to the dataset groups page and choose the dataset group you want to use for training.
3. 「概要」ページで、「ソリューションの作成」ボタンを選択します。
4. [Solution name (ソリューション名)] で、ソリューションの名前を指定します。
5. [Solution type] (ソリューションタイプ) で、[Item recommendation] (アイテムのレコメンデーション) 

を選択してユーザー向けのアイテムのレコメンデーションを取得するか、[User segmentation] (ユー
ザーのセグメンテーション) を選択してアイテムデータに基づいてユーザーセグメント (ユーザーのグ
ループ) を取得します。

6. [Recipe] (レシピ) で、レシピを選択します (「レシピの説明を表示します。 (p. 102)」を参照)。
7. [Solution configuration] (ソリューション設定) で、Interactions データセットに EVENT_TYPE 列また

は EVENT_TYPE 列と EVENT_VALUE 列の両方がある場合は、オプションで [Event type] (イベント
タイプ) と [Event value threshold] (イベント値のしきい値) のフィールドを使用して、モデルのトレー
ニング時に Amazon Personalize が使用するインタラクションデータを選択します。

詳細については、「トレーニングに使用するインタラクションデータの選択 (p. 206)」を参照してく
ださい。

8. User-Personalization レシピ (p. 105) または Personalized-Ranking レシピ (p. 128) レシピのいずれか
を使用する場合は、オプションで [Objective] (目的) を指定し、[Objective sensitivity] (目的の感度) を
選択して、関連性に加えて目的に合わせてソリューションを最適化します。詳細については、「追加
の目的のためのソリューションの最適化 (p. 199)」を参照してください。

9. レシピとビジネスニーズに基づいて、ハイパーパラメータのオプションを設定します。異なるレシピ
は異なるハイパーパラメータを使用します。利用可能なハイパーパラメータについては、「レシピの
説明を表示します。 (p. 102)」で個々のレシピを参照してください。

10. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon PersonalizeAmazon Personalize リ
ソースへのタグ付け (p. 322)

11. [Create and train solution] (ソリューションを作成およびトレーニング) を選択します。ダッシュボー
ドページが表示され、Amazon Personalize が最初のソリューションバージョンの作成を開始しま
す。ソリューションバージョンの作成 (コンソール) (p. 209) に進みます。

ソリューションの設定 (AWS CLI)

AWS CLI を使用してソリューションを設定するには、次の create-solution 操作を使用しま
す。solution name、dataset group arn、および recipe arn を指定します。

aws personalize create-solution \ 
  --name solution name \ 
  --dataset-group-arn dataset group arn \ 
  --recipe-arn recipe arn

ソリューションの Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。次に例を示します。

{ 
  "solutionArn": "arn:aws:personalize:<region>:solution/<solution name>"
}

上記のコードを変更して、レシピのプロパティとハイパーパラメータを最適化するか (「ハイパーパラ
メータおよび HPO (p. 203)」を参照)、トレーニングに使用される Interactions データをフィルタリング
できます (「トレーニングに使用するインタラクションデータの選択 (p. 206)」を参照)。

User-Personalization レシピ (p. 105) または Personalized-Ranking レシピ (p. 128) レシピのいずれかを使
用する場合は、関連性に加えて、目的に合わせてソリューションを最適化できます。詳細については、
「追加の目的のためのソリューションの最適化 (p. 199)」を参照してください。

将来の使用のためにソリューション ARN を記録し、ソリューションバージョンの作成 (AWS 
CLI) (p. 210) に進みます。
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ソリューションの設定 (AWS SDK)

次のコードは、Amazon Personalize ソリューションの Amazon リソースネーム (ARN)、レシピについて
は、を参照してくださいレシピの説明を表示します。 (p. 102)。

次のコードを変更して、レシピのプロパティとハイパーパラメータを最適化するか (「ハイパーパラ
メータおよび HPO (p. 203)」を参照)、トレーニングに使用される Interactions データをフィルタリ
ングできます (「トレーニングに使用するインタラクションデータの選択 (p. 206)」を参照)。User-
Personalization レシピ (p. 105) または Personalized-Ranking レシピ (p. 128) レシピのいずれかを使用する
場合は、関連性に加えて、目的に合わせてソリューションを最適化できます。詳細については、「追加の
目的のためのソリューションの最適化 (p. 199)」を参照してください。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

print('Creating solution')
create_solution_response = personalize.create_solution( 
  name='solution name',  
  recipeArn= 'recipe arn',  
  datasetGroupArn = 'dataset group arn'
)
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']
print('solution_arn: ', solution_arn)

SDK for Java 2.x

    public static String createPersonalizeSolution(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                                 String datasetGroupArn, 
                                                 String solutionName, 
                                                 String recipeArn) { 

        try { 
            CreateSolutionRequest solutionRequest = CreateSolutionRequest.builder() 
                .name(solutionName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .recipeArn(recipeArn) 
                .build(); 

            CreateSolutionResponse solutionResponse = 
 personalizeClient.createSolution(solutionRequest); 
            return solutionResponse.solutionArn(); 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSolutionCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
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// Set the solution parameters.
export const createSolutionParam = { 
  datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */ 
  recipeArn: 'RECIPE_ARN', /* required */ 
  name: 'NAME' /* required */
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateSolutionCommand(createSolutionParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

将来の使用のためにソリューション ARN を記録し、ソリューションバージョンの作成 (AWS 
SDK) (p. 210) に進みます。

追加の目的のためのソリューションの最適化

Amazon Personalize の主な目的は、履歴とリアルタイムのインタラクションデータに基づいて、ユーザー
にとって最も関連性の高いアイテムを予測することです。これらは、ユーザーがインタラクションする可
能性が高いアイテム (たとえば、ユーザーがクリックする可能性が高いアイテム) です。ストリーミング
分数の最大化や収益の増加など、追加の目標がある場合は、関連性と目標の両方に基づいてレコメンデー
ションを生成するソリューションを作成できます。

インタラクションデータセットと、NULL 以外の数値列メタデータ属性を持つアイテムデータセット
を作成した後、アイテムメタデータに基づく追加の目的に最適化されたソリューションを作成できま
す。Amazon Personalize コンソールを使用できます。AWS Command Line Interface(AWS CLI)、または
AWSSDK。

追加の目標に合わせてソリューションを最適化するには、ユーザーパーソナライゼーションレシピまた
はパーソナライズドランクレシピを使用して新しいソリューションを作成し、目標に関連するアイテム
データセットの数値メタデータ列を選択します。レコメンデーションを生成する際、Amazon Personalize 
は、このデータ列の値が高い商品をより重要度にします。たとえば、ストリーミング分を最大化するには 
VIDEO_LENGTH 列を選択するか、収益を最大化するために PRICE 列を選択できます。

客観的な要件は次のとおりです。

• 目標には 1 つの列のみを選択できます。
• 列は、スキーマ内の数値型である必要があります。
• 列にはnullスキーマを入力します。

スキーマとデータ型の詳細については、「」を参照してください。データセットとスキーマ (p. 77)。

トピック
• 客観的な強調と関連性のバランス (p. 200)
• 最適化パフォーマンスの測定 (p. 200)
• ソリューションの最適化 (コンソール) (p. 200)
• ソリューションの最適化 (AWS CLI) (p. 201)
• ソリューションの最適化 (AWSSDK) (p. 202)
• サンプル Jupyter ノートブック (p. 203)
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客観的な強調と関連性のバランス

関連性よりも目標に基づいて商品を推奨する場合、トレードオフが発生する可能性があります。たとえ
ば、レコメンデーションを通じて収益を上げたい場合、高額な商品のみを対象としたレコメンデーション
では、アイテムのユーザーに対する関連性が低くなり、ユーザーエンゲージメントとコンバージョンが低
下する可能性があります。

関連性と目標のバランスを構成するには、ソリューションの作成時に次の目標感度レベルのいずれかを選
択します。

• オフ: Amazon Personalize は、主にインタラクションデータを使用して、ユーザーにとって最も関連性
の高いアイテムを予測します。

• 低: Amazon Personalize では、お客様の目的に重点を置くことはあまりありません。インタラクション
データによる関連性がより重要です。

• ミディアム: Amazon Personalize では、インタラクションデータを通じてお客様の目的と関連性を等し
く重視しています。

• 高: Amazon Personalize では、お客様の目的に重点を置いています。インタラクションデータによる関
連性はそれほど重要ではありません。

最適化パフォーマンスの測定

最適化目標を持つソリューションのソリューションバージョンを作成 (モデルをトレーニングする) 
と、Amazon Personalize はaverage_rewards_at_kメトリクス。スコアaverage_rewards_at_kソ
リューションのバージョンが目的を達成するためにどの程度うまく機能するかを示します。この指標を計
算するために、Amazon Personalize は各ユーザーの報酬を次のように計算します。

rewards_per_user = total rewards from the user's interactions with their top 25 
reward generating recommendations / total rewards from the user's interactions 
with recommendations

最終回average_rewards_at_kすべての平均ですかrewards_per_user1 以下で 0 以上の 10 進値にな
るように正規化されます。値が 1 に近いほど、レコメンデーションから期待できるユーザーあたりの平均
利益が増えます。

たとえば、クリックによる収益を最大化することが目的の場合、Amazon Personalize では、ユー
ザーがクリックした商品で発生した総収益を、最も高額なレコメンデーションの上位 25 件から、
ユーザーがクリックしたすべてのおすすめ商品の収益で割って、各ユーザースコアを計算しま
す。Amazon Personalize は、すべてのユーザースコアの正規化された平均を返します。近ければ近いほ
どaverage_rewards_at_kが1になるほど、レコメンデーションからユーザーあたりの収益が平均で増加
すると予想されます。

メトリクスの生成の詳細については、「」を参照してください。メトリクスを使用してソリューション
バージョンを評価する (p. 215)。

ソリューションの最適化 (コンソール)

Amazon Personalize コンソールで追加の目標に合わせてソリューションを最適化するには、新しいソ
リューションを作成し、目標に関連する数値アイテムメタデータの列を選択します。

追加の目的に応じてソリューションを最適化するには (コンソール)

1. で Amazon Personalize コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/personalize/homeア
カウントにサインインします。

2. トレーニングに使用するデータセットグループを選択します。
3. 左ソリューションを作成します。ダッシュボードのセクションで、を起動ボタンを使用します。ソ

リューションをすでに作成している場合は、ソリューションを作成します。ボタンを使用します。
4. を使用する場合ソリューション名、ソリューションの名前を指定します。
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5. を使用する場合レシピで、いずれかを選択します。User-Personalization レシピ (p. 105)また
はPersonalized-Ranking レシピ (p. 128)。

6. Eclipseソリューション構成インタラクションデータセットに EVENT_TYPE 列または EVENT_TYPE 
列と EVENT_VALUE 列の両方がある場合、オプションでイベントタイプそしてイベント値のしきい
値フィールドを使用して、Amazon Personalize がモデルをトレーニングするときに使用するインタラ
クションデータを選択します。

詳細については、「」を参照してください。トレーニングに使用するインタラクションデータの選
択 (p. 206)。

7. を使用する場合目的で、目標に関連する項目データセットから数値列を選択します。選択できるのは
数値メタデータ列のみです。

8. を使用する場合客観感度で、レコメンデーションを生成するときに、追加目標の Amazon Personalize 
の強調レベルを選択します。客観的機密性は、Amazon Personalize がインタラクションデータを通じ
て、お客様の目標と関連性に基づいてレコメンデーション商品のバランスをとる方法を設定します。
詳細については、「客観的な強調と関連性のバランス (p. 200)」を参照してください。

9. レシピとビジネスニーズに基づいて、ハイパーパラメーターオプションを構成します。異なるレシピ
は異なるハイパーパラメータを使用します。利用可能なハイパーパラメータについては、「」で個々
のレシピに関するドキュメントを参照してください。レシピの説明を表示します。 (p. 102)。

10. [Next] (次へ) を選択します。
11. リポジトリの []ソリューションバージョンを作成します。ページで、ソリューションの新しいソ

リューションバージョンを作成します。詳細については、ソリューションバージョンの作成 (コン
ソール) (p. 209) を参照してください ソリューションバージョンを作成したら、このソリューショ
ンバージョンのメトリクスで最適化パフォーマンスを表示できます。「最適化パフォーマンスの測
定 (p. 200)」を参照してください。

ソリューションの最適化 (AWS CLI)

ユーザーパーソナライゼーションまたはパーソナライズドランクのレシピでのみ目標を最適化で
きます。を使用して、追加の目標に合わせてソリューションを最適化するにはAWS CLIで、新し
いソリューションを作成し、optimizationObjective内のキーsolutionConfigオブジェク
ト。-optimizationObjectiveには、次のフィールドが含まれます。

• itemAttribute：目標に関連する Items データセットから、数値メタデータ列の名前を指定します。
• objectiveSensitivity：レコメンデーションを生成するときに、ソリューションが目的に応じ

て強調するレベルを指定します。客観的な感度レベルでは、Amazon Personalize がインタラクショ
ンデータを通じて目標と関連性に基づいてレコメンデーション商品のバランスをとる方法を設定しま
す。-objectiveSensitivityできます。OFF、低、MEDIUMまたはHIGH。詳細については、「客観的
な強調と関連性のバランス (p. 200)」を参照してください。

の例を次に示します。create-solution AWS CLIコマンド。を交換してください。solution 
name,dataset group arn, およびrecipe arn自分の値を使用します。

を使用する場合optimizationObjective、置換COLUMN_NAME目標に関連する Items データセットの数
値メタデータの列名を指定します。を使用する場合objectiveSensitivityで、オフ、低、中、または
高を指定します。

aws personalize create-solution \
--name solution name \
--dataset-group-arn dataset group arn \
--recipe-arn recipe arn \
--solution-config "{\"optimizationObjective\":{\"itemAttribute\":\"COLUMN_NAME\",
\"objectiveSensitivity\":\"MEDIUM\"}}"

ソリューションの準備ができたら、新しいソリューションバージョンを作成します（コマンドの例につい
ては、「」を参照してください。ソリューションの設定 (AWS CLI) (p. 197)). ソリューションバージョン
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を作成したら、このソリューションバージョンのメトリクスを使って最適化パフォーマンスを表示できま
す。「最適化パフォーマンスの測定 (p. 200)」を参照してください。

ソリューションの最適化 (AWSSDK)

ユーザーパーソナライゼーションまたはパーソナライズドランクのレシピでのみ目標を最適化できます。

を使用して、追加の目標に合わせてソリューションを最適化するにはAWSSDK では、新しいソリューショ
ンを作成し、目的の詳細を指定するにはoptimizationObjective内のキーsolutionConfigソリュー
ションのオブジェクト。-optimizationObjectiveには、次のフィールドが含まれます。

• itemAttribute：目標に関連するデータセットグループの Items データセットから、数値メタデータ
列の名前を指定します。

• objectiveSensitivity：レコメンデーションを生成するときに、ソリューションが目的に応じ
て強調するレベルを指定します。客観的な感度レベルでは、Amazon Personalize がインタラクショ
ンデータを通じて目標と関連性に基づいてレコメンデーション商品のバランスをとる方法を設定しま
す。-objectiveSensitivityできます。OFF,LOW,MEDIUMまたはHIGH。詳細については、「客観的な
強調と関連性のバランス (p. 200)」を参照してください。

次のコードを使用して、追加の目的を持つソリューションを作成します。AWS SDK for Python (Boto3)ま
たはAWS SDK for Java 2.x。

ソリューションの準備ができたら、新しいソリューションバージョンを作成します (例:コードを参照)。ソ
リューションバージョンの作成 (AWS SDK) (p. 210)). ソリューションバージョンを作成したら、このソ
リューションバージョンのメトリクスを使って最適化パフォーマンスを表示できます。「最適化パフォー
マンスの測定 (p. 200)」を参照してください。

SDK for Python (Boto3)

追加の目的に最適化されたソリューションを作成するには、以下を使用しま
す。create_solution方法。を交換してください。solution name,dataset group arn, およ
びrecipe arn自分の値を使用します。

を使用する場合optimizationObjective、置換COLUMN_NAME目標に関連する Items データセッ
トの数値メタデータの列名を指定します。を使用する場合objectiveSensitivityで、オフ、低、
中、または高を指定します。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

create_solution_response = personalize.create_solution( 
    name= 'solution name',  
    recipeArn= 'recipe arn',  
    datasetGroupArn = 'dataset group arn', 
    solutionConfig = { 
        "optimizationObjective": { 
            "itemAttribute": "COLUMN_NAME", 
            "objectiveSensitivity": "MEDIUM" 
        } 
    }
)
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']
print('solution_arn: ', solution_arn)

SDK for Java 2.x

追加の目的に最適化されたソリューションを作成するには、以下を使用しま
す。createPersonalizeSolutionメソッドを入力し、パラメータとして Amazon Personalize 
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サービスクライアント、データセットグループの Amazon リソースネーム（ARN）、ソリューション
名、レシピ ARN、アイテム属性、および目標感度レベルを渡します。

public static String createPersonalizeSolution(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                             String datasetGroupArn,  
                                             String solutionName,  
                                             String recipeArn, 
                                             String itemAttribute,  
                                             String objectiveSensitivity) { 
     
    try { 
        OptimizationObjective optimizationObjective = OptimizationObjective.builder() 
            .itemAttribute(itemAttribute) 
            .objectiveSensitivity(objectiveSensitivity) 
            .build(); 
     
        SolutionConfig solutionConfig = SolutionConfig.builder() 
            .optimizationObjective(optimizationObjective) 
            .build(); 

        CreateSolutionRequest solutionRequest = CreateSolutionRequest.builder() 
            .name(solutionName) 
            .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
            .recipeArn(recipeArn) 
            .solutionConfig(solutionConfig) 
            .build(); 

        CreateSolutionResponse solutionResponse = 
 personalizeClient.createSolution(solutionRequest); 
         
        return solutionResponse.solutionArn(); 

    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
    return "";

サンプル Jupyter ノートブック

追加の目標ベースのアイテムメタデータに最適化されたソリューションの作成方法を示すサンプル Jupyter 
ノートブックについては、「」を参照してください。objectiveのフォルダAmazon Personalize サンプ
ルGitHub リポジトリ

ハイパーパラメータおよび HPO

トレーニングの前にハイパーパラメーターを指定して、特定のユースケースに合わせてトレーニング済み
モデルを最適化します。トレーニングプロセス中に値が決まるモデルパラメータとは対照的です。

ハイパーパラメータは、CreateSolution (p. 419) オペレーションに渡された SolutionConfig (p. 662) オ
ブジェクトの一部である algorithmHyperParameters キーを使用して指定します。

CreateSolution リクエストの簡約版は以下のとおりです。この例には、solutionConfig オブジェク
トが含まれています。solutionConfig を使用してレシピのデフォルトパラメータを上書きします。

{ 
  "name": "string", 
  "recipeArn": "string", 
  "eventType": "string", 
  "solutionConfig": { 
      "optimizationObjective": { 
          "itemAttribute": "string", 
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          "objectiveSensitivity": "string" 
      }, 
      "eventValueThreshold": "string", 
      "featureTransformationParameters": { 
          "string" : "string" 
      }, 
      "algorithmHyperParameters": { 
          "string" : "string" 
      }, 
      "hpoConfig": { 
          "algorithmHyperParameterRanges": { 
              ... 
          }, 
          "hpoResourceConfig": { 
              "maxNumberOfTrainingJobs": "string", 
              "maxParallelTrainingJobs": "string" 
          } 
      }, 
  },
}

異なるレシピは異なるハイパーパラメータを使用します。利用可能なハイパーパラメータについては、
「レシピの説明を表示します。 (p. 102)」で個々のレシピを参照してください。

ハイパーパラメータ最適化の有効化

ハイパーパラメータの最適化 (HPO) またはチューニングは、特定の学習目標に最適なハイパーパラメータ
を選択するタスクです。最適なハイパーパラメータは、指定された可能性の範囲内から異なる値を使用し
て多くのトレーニングジョブを実行することで決定されます。デフォルトでは、Amazon Personalize は 
HPO を実行しません。HPO を使用するには、performHPO を true に設定し、hpoConfig オブジェク
トを含めます。

ハイパーパラメータのタイプは、カテゴリ別、継続的、または整数値のいずれかです。hpoConfig オブ
ジェクトにはこれらの各タイプに該当するキーがあります。ここでは、ハイパーパラメータおよび範囲を
指定します。リクエストでは各タイプを指定する必要がありますが、レシピにタイプのパラメータがない
場合は、空のままにしておくことができます。たとえば、User-Personalization には、連続型の調整可能な
ハイパーパラメーターはありません。も可能です。continousHyperParameterRangeの場合、空白の
配列を渡します。

次のコードは、SDK for Python (Boto3) を使用して、HPO が有効になっているソ
リューションを作成する方法を示しています。この例のソリューションでは、User-
Personalization レシピ (p. 105)レシピで、HPO がtrue。このコードは次の値を
提供しますhidden_dimensionとcategoricalHyperParameterRangesそし
てintegerHyperParameterRanges。-continousHyperParameterRangeが空
白hpoResourceConfig設定するmaxNumberOfTrainingJobsそしてmaxParallelTrainingJobs。

create_solution_response = personalize.create_solution( 
    name = solutionName, 
    datasetGroupArn = 'arn:aws:personalize:region:accountId:dataset-group/
datasetGroupName', 
    recipeArn = 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization', 
    performHPO = True, 
    solutionConfig = { 
        "algorithmHyperParameters": { 
          "hidden_dimension": "55" 
        }, 
        "hpoConfig": { 
          "algorithmHyperParameterRanges": { 
              "categoricalHyperParameterRanges": [ 
                  { 
                      "name": "recency_mask", 
                      "values": [ "true", "false"] 
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                  } 
              ], 
              "integerHyperParameterRanges": [ 
                  { 
                      "name": "bptt", 
                      "minValue": 2, 
                      "maxValue": 22 
                  } 
              ], 
              "continuousHyperParameterRanges": [ 

              ] 
          }, 
          "hpoResourceConfig": { 
              "maxNumberOfTrainingJobs": "4", 
              "maxParallelTrainingJobs": "2" 
          } 
        } 
    }
)

HPO の詳細については、「モデルの自動チューニング」を参照してください。

ハイパーパラメータの表示

ソリューションのハイパーパラメータを表示するには、DescribeSolution (p. 477)オペレーション. 次の
サンプルはDescribeSolutionOutput。ソリューションバージョンの作成 (モデルのトレーニング) 後、
ハイパーパラメーターを表示するにはDescribeSolutionVersion (p. 480)オペレーション.

{ 
  "solution": { 
    "name": "hpo_coonfig_solution", 
    "solutionArn": "arn:aws:personalize:region:accountId:solution/solutionName", 
    "performHPO": true, 
    "performAutoML": false, 
    "recipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization", 
    "datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:region:accountId:dataset-group/
datasetGroupName", 
    "eventType": "click", 
    "solutionConfig": { 
      "hpoConfig": { 
        "hpoResourceConfig": { 
          "maxNumberOfTrainingJobs": "4", 
          "maxParallelTrainingJobs": "2" 
        }, 
        "algorithmHyperParameterRanges": { 
          "integerHyperParameterRanges": [ 
            { 
              "name": "training.bptt", 
              "minValue": 2, 
              "maxValue": 22 
            } 
          ], 
          "continuousHyperParameterRanges": [], 
          "categoricalHyperParameterRanges": [ 
            { 
              "name": "data.recency_mask", 
              "values": [ 
                "true", 
                "false" 
              ] 
            } 
          ] 
        } 
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      }, 
      "algorithmHyperParameters": { 
        "hidden_dimension": "55" 
      } 
    }, 
    "status": "ACTIVE", 
    "creationDateTime": "2022-07-08T12:12:48.565000-07:00", 
    "lastUpdatedDateTime": "2022-07-08T12:12:48.565000-07:00" 
  }
}

トレーニングに使用するインタラクションデータの選択

Amazon Personalize がソリューションバージョンの作成（モデルのトレーニング）に使用するインタラク
ションデータセット内のイベントを選択できます。トレーニングの前に交互作用データを選択すると、関
連するデータのサブセットのみを使用してトレーニングでき、またノイズを除去してより最適化されたモ
デルをトレーニングできます。インタラクションデータセットの詳細については、「」を参照してくださ
い。データセットとスキーマ (p. 77)そしてインタラクションデータ (p. 10)。

インタラクションデータは、次のように選択できます。

• タイプに基づいてレコードを選択する— ソリューションを構成するときに、Interactions データセット
に EVENT_TYPE 列にイベントタイプが含まれている場合、必要に応じてトレーニングで使用するイ
ベントタイプを指定できます。たとえば、インタラクションデータセットに購入,クリック, および腕時
計イベントタイプ。Amazon Personalize でモデルのトレーニングのみを行う場合腕時計イベント、ソ
リューションを構成するときに、腕時計としてevent typeAmazon Personalize がトレーニングで使用
していること。

インタラクションデータセットの EVENT_TYPE 列に複数のイベントタイプがあり、ソリューションの
設定時にイベントタイプを指定しない場合、Amazon Personalize はすべてのインタラクションデータを
使用して、タイプに関係なく同じ重みのトレーニングに使用されます。

• タイプと値に基づいてレコードを選択する— ソリューションを構成するときに、インタラクションデー
タセットに EVENT_TYPE フィールドと EVENT_VALUE フィールドが含まれている場合、トレーニン
グからレコードを除外するしきい値として特定の値を設定できます。たとえば、EVENT_TYPE がのイ
ベントのイベントの EVENT_VALUE データがあるとします。腕時計イベント値のしきい値を 0.5 に設定
し、イベントタイプを腕時計、Amazon Personalize は、モデルのトレーニングのみを使用してトレーニ
ングします腕時計EVENT_VALUE が 0.5 以上であるインタラクションイベント。

イベント値とイベントタイプによるレコードのフィルタリング (AWSSDK)

以下の手順では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、トレーニングデータセットをフィルタリング
するインタラクションスキーマを作成します。Jupyter (iPython) ノートブックを使用して同じタスクを実
行できます。詳細については、「Jupyter (iPython) ノートブックでの Amazon Personalize API の開始方
法 (p. 66)」を参照してください。

前提条件:前提条件を満たし、Python 環境が「」の説明に従ってセットアップされていることを確認しま
す。開始方法 (SDK for Python (Boto3)) (p. 62)。

イベント値またはイベントタイプによりトレーニングデータセットで使用されているレコードを
フィルタリングするには

1. インタラクションスキーマを作成し、EVENT_TYPEそしてEVENT_VALUE使用するフィール
ド"name"そして"type"次の図のように、キーと値のペア。

import boto3
import json 
  
  
personalize = boto3.client('personalize') 
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# Create a name for your schema
schema_name = 'YourSchemaName' 
  
# Define the schema for your dataset
schema = { 
    "type": "record", 
    "name": "Interactions", 
    "namespace": "com.amazonaws.personalize.schema", 
    "fields": [ 
        { 
            "name": "USER_ID", 
            "type": "string" 
        }, 
        { 
            "name": "ITEM_ID", 
            "type": "string" 
        }, 
        { 
            "name": "EVENT_VALUE", 
            "type": "float" 
        }, 
        { 
            "name": "EVENT_TYPE", 
            "type": "string" 
        }, 
        {  
            "name": "TIMESTAMP", 
            "type": "long" 
        } 
    ], 
    "version": "1.0"
} 
  
# Create the schema for Amazon Personalize
create_schema_response = personalize.create_schema( 
    name = schema_name, 
    schema = json.dumps(schema)
) 
  
#To get the schema ARN, use the following lines
schema_arn = create_schema_response['schemaArn']
print('Schema ARN:' + schema_arn )

2. スキーマに一致するように入力データをフォーマットします。コードサンプルについては、「データ
データデータデータデータデータデータ (p. 149)」を参照してください。

3. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにデータをアップロードします。コードサン
プルについては、「Amazon S3 バケットへのアップロード (p. 160)」を参照してください。

4. を使用して Amazon Personalize にデータをインポートします。CreateDatasetImportJob (p. 399)ア
ピ。ソリューションを作成するときに必要になるため、データセットグループの Amazon リソース
ネーム (ARN) を記録してください。コードサンプルについては、「バルクレコードのインポート 
(AWS SDK) (p. 169)」を参照してください。

5. ソリューションの作成時に使用するレシピの ARN を取得します。ソリューションを作成するときに
必要になります。

import boto3 
  
personalize = boto3.client('personalize')

# Display the ARNs of the recipes
recipe_list = personalize.list_recipes()
for recipe in recipe_list['recipes']: 
    print(recipe['recipeArn']) 
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# Store the ARN of the recipe that you want to use 
 recipe_arn = "arn:aws:personalize:::recipe/aws-recipe-name"

6. CreateSolution (p. 419) API を呼び出します。イベントタイプ (たとえば、) を指定する場
合。“purchase”で、それを設定してeventTypeパラメータ。イベント値 (たとえば、10) を指定す
る場合、それを eventValueThreshold パラメータに設定します。イベントタイプとイベント値の
両方を指定することもできます。

import boto3 
  
personalize = boto3.client('personalize')

# Create the solution
create_solution_response = personalize.create_solution( 
    name = "your-solution-name", 
    datasetGroupArn = dataset_group_arn, 
    recipeArn = recipe_arn, 
    eventType = 'watched', 
    solutionConfig = { 
        "eventValueThreshold": "0.5" 
    }
)

# Store the solution ARN
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']

# Use the solution ARN to get the solution status
solution_description = personalize.describe_solution(solutionArn = solution_arn)
['solution']
print('Solution status: ' + solution_description['status'])

7. ソリューションがある場合は、そのソリューションを使用して、CreateSolutionVersion (p. 424) リ
クエストでソリューション ARN を指定して、モデルをトレーニングします。

import boto3 
  
personalize = boto3.client('personalize')

# Create a solution version
create_solution_version_response = personalize.create_solution_version(solutionArn 
 = solution_arn)

# Store the solution version ARN
solution_version_arn = create_solution_version_response['solutionVersionArn'] 
     
# Use the solution version ARN to get the solution version status.
solution_version_description = personalize.describe_solution_version( 
    solutionVersionArn = solution_version_arn)['solutionVersion']
print('Solution version status: ' + solution_version_description['status'])

ステータスが ACTIVE になると、トレーニングは完了です。詳細については、「ソリューションとソ
リューションバージョンの作成 (p. 196)」を参照してください。

モデルをトレーニングしたら、そのパフォーマンスを評価する必要があります。モデルを最適化するに
は、eventValueThreshold またはその他のハイパーパラメータを調整する必要があります。詳細につ
いては、メトリクスを使用してソリューションバージョンを評価する (p. 215)を参照してください。
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ソリューションバージョンの作成

を完了するとソリューションの設定 (p. 196)、ソリューションバージョンを作成する準備が整います。ソ
リューションバージョンとは、トレーニング済みの機械学習モデルをいいます。ソリューションバージョ
ンはカスタムリソースです。Amazon Personalize のキャンペーンでソリューションバージョンをデプロイ
できます。キャンペーンを使用して、ユーザー向けのレコメンデーションを取得します。また、ソリュー
ションバージョンを使用してバッチレコメンデーションを取得することもできます。

コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAWS SDK を使用してソリューション
バージョンを作成できます。ソリューションバージョンのステータスが CREATE_PENDING または 
CREATE_IN_PROGRESS の場合、この the section called “StopSolutionVersionCreation” (p. 535) 操作を
使用してソリューションバージョンの作成プロセスを停止できます。ソリューションバージョンの作成を
停止する (p. 213) を参照してください。

トピック
• ソリューションバージョンの作成 (コンソール) (p. 209)
• ソリューションバージョンの作成 (AWS CLI) (p. 210)
• ソリューションバージョンの作成 (AWS SDK) (p. 210)
• ソリューションバージョンの作成を停止する (p. 213)

ソリューションバージョンの作成 (コンソール)

Amazon Personalize コンソールで最初にソリューションを作成するときは、ソリューションバージョンも
作成します。ソリューションの詳細のページでは、[Solution versions] (ソリューションバージョン) のセク
ションでトレーニングの進捗状況を追跡できます。トレーニングが完了すると、ステータスは [Active] (ア
クティブ) になり、キャンペーンをデプロイしてレコメンデーションを取得する準備が整います。キャン
ペーンの作成 (p. 221) を参照してください。

既存のソリューションに追加のソリューションバージョンを作成する場合は、次のようにソリューション
概要ページから新しいソリューションバージョンを作成します。

新しいソリューションバージョンを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. データセットグループのページに移動し、新しいソリューションの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、[Solutions and recipes] (ソリューションとレシピ) を選択します。
4. [Solution and recipes] (ソリューションとレシピ) のページで、ソリューションバージョンを作成する

ソリューションを選択します。
5. ソリューションの概要のページで、[Create solution version] (ソリューションバージョンを作成) を選

択して、新しいモデルのトレーニングを開始します。

ソリューションの詳細のページでは、[Solution versions] (ソリューションバージョン) のセクションでト
レーニングの進捗状況を追跡できます。トレーニングが完了すると、ステータスは [Active] (アクティブ) 
になり、Amazon Personalize が提供するメトリクスを使用して評価できます。詳細については、「メトリ
クスを使用してソリューションバージョンを評価する (p. 215)」を参照してください。

エラーが原因でトレーニングが完了しない場合、トレーニングの料金は請求されません。ソリューショ
ンバージョンのステータスが CREATE_PENDING または CREATE_IN_PROGRESS の場合、ソリュー
ションバージョンの作成プロセスを停止できます。ソリューションバージョンの作成を停止するには、
ソリューションバージョンの詳細のページに移動して、[Stop] (停止) を選択します。ソリューションバー
ジョンの作成を停止する (p. 213) を参照してください。
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ソリューションバージョンの作成 (AWS CLI)

ソリューションが ACTIVE である場合は、次のコマンドを実行してモデルをトレーニングしま
す。solution arn を、ソリューションの設定 (p. 196) からのソリューションの Amazon リソースネー
ム (ARN) に置き換えます。

aws personalize create-solution-version \ 
  --solution-arn solution arn

ソリューションバージョンの ARN が表示されます。次に例を示します。

{ 
  "solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/SolutionName/
<version-id>"
}

describe-solution-version コマンドを使用して、ソリューションバージョンのトレーニングステー
タスを確認します。前のステップで返ったソリューションバージョンの ARN を指定します。 API の詳細
については、「DescribeSolutionVersion (p. 480)」を参照してください。

aws personalize describe-solution-version \ 
  --solution-version-arn solution version arn

ソリューションバージョンのプロパティとトレーニングの status が表示されます。最初、ステータスに
は CREATE PENDING と表示されます。次に例を示します。

{ 
  "solutionVersion": { 
      "solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/solutionName/
<version-id>", 
      ..., 
      "status": "CREATE PENDING" 
  }
}

status が ACTIVE であればトレーニングは完了しており、Amazon Personalize が提供するメトリクス
を使用して評価できます。詳細については、「メトリクスを使用してソリューションバージョンを評価す
る (p. 215)」を参照してください。エラーが原因でトレーニングが完了しない場合、トレーニングの料金
は請求されません。

ソリューションバージョンのステータスが CREATE_PENDING または CREATE_IN_PROGRESS の場
合、この StopSolutionVersionCreation (p. 535) 操作を使用してソリューションバージョンの作成プロセ
スを停止できます。ソリューションバージョンの作成を停止する (p. 213) を参照してください。

ソリューションバージョンの作成 (AWS SDK)

ソリューションが ACTIVE である場合は、次のコードを使用して、ソリューションバージョ
ンを作成します。から Amazon リソースネーム (ARN) を指定しますソリューションの設
定 (p. 196)。DescribeSolutionVersion (p. 480)操作を使用してソリューションバージョンのステータス
を取得します。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')
# Store the solution ARN
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solution_arn = 'solution arn' 
         
# Use the solution ARN to get the solution status.
solution_description = personalize.describe_solution(solutionArn = 'solution_arn')
['solution']
print('Solution status: ' + solution_description['status'])

# Use the solution ARN to create a solution version.
print ('Creating solution version')
response = personalize.create_solution_version(solutionArn = solution_arn)
solution_version_arn = response['solutionVersionArn']
print('Solution version ARN: ' + solution_version_arn)

# Use the solution version ARN to get the solution version status.
solution_version_description = personalize.describe_solution_version( 
    solutionVersionArn = solution_version_arn)['solutionVersion']
print('Solution version status: ' + solution_version_description['status'])

SDK for Java 2.x

public static String createPersonalizeSolutionVersion(PersonalizeClient 
 personalizeClient, String solutionArn) { 
        long maxTime = 0; 
        long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds 
        String solutionStatus = ""; 
        String solutionVersionStatus = ""; 
        String solutionVersionArn = ""; 

        try { 
            DescribeSolutionRequest describeSolutionRequest = 
 DescribeSolutionRequest.builder() 
                .solutionArn(solutionArn) 
                .build(); 
             
            maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

            // Wait until solution is active.  
            while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                solutionStatus = 
 personalizeClient.describeSolution(describeSolutionRequest).solution().status(); 
                System.out.println("Solution status: " + solutionStatus); 

                if (solutionStatus.equals("ACTIVE") || solutionStatus.equals("CREATE 
 FAILED")) { 
                    break; 
                } 
                try { 
                    Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 
             
            // Once the solution is active, start creating a solution version. 
             
            if (solutionStatus.equals("ACTIVE")) { 

                CreateSolutionVersionRequest createSolutionVersionRequest = 
 CreateSolutionVersionRequest.builder() 
                    .solutionArn(solutionArn) 
                    .build(); 
                 
                CreateSolutionVersionResponse createSolutionVersionResponse = 
 personalizeClient.createSolutionVersion(createSolutionVersionRequest); 
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                solutionVersionArn = 
 createSolutionVersionResponse.solutionVersionArn(); 

                System.out.println("Solution version ARN: " + solutionVersionArn); 

                DescribeSolutionVersionRequest describeSolutionVersionRequest = 
 DescribeSolutionVersionRequest.builder()  
                    .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
                    .build(); 
                 
                maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 
                 
                while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                    // Use the solution version ARN to get the solution version status. 
                    solutionVersionStatus = 
 personalizeClient.describeSolutionVersion(describeSolutionVersionRequest).solutionVersion().status(); 
                    System.out.println("Solution version status: " + 
 solutionVersionStatus); 
     
                    if (solutionVersionStatus.equals("ACTIVE") || 
 solutionVersionStatus.equals("CREATE FAILED")) { 
                        break; 
                    } 
                    try { 
                        Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                    } catch (InterruptedException e) { 
                        System.out.println(e.getMessage()); 
                    } 
                } 
                return solutionVersionArn; 
            } 
        } catch(PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 
                   
               

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSolutionVersionCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

// Set the solution version parameters.
export const solutionVersionParam = { 
  solutionArn: 'SOLUTION_ARN' /* required */
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateSolutionVersionCommand(solutionVersionParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
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run();

現在のソリューションバージョンのステータスを確認するには、DescribeSolutionVersion (p. 480) オ
ペレーションを呼び出して、CreateSolutionVersion オペレーションから返されるソリューション
バージョンの ARN を渡します。status が ACTIVE であればトレーニングは完了しており、Amazon 
Personalize が提供するメトリクスを使用して評価できます。詳細については、「メトリクスを使用してソ
リューションバージョンを評価する (p. 215)」を参照してください。エラーが原因でトレーニングが完了
しない場合、トレーニングの料金は請求されません。

ソリューションバージョンのステータスが CREATE_PENDING または CREATE_IN_PROGRESS の場
合、この StopSolutionVersionCreation (p. 535) 操作を使用してソリューションバージョンの作成プロセ
スを停止できます。「ソリューションバージョンの作成を停止する (p. 213)」を参照してください。

ソリューションバージョンの作成を停止する

ソリューションバージョンのステータスが CREATE_PENDING または CREATE_IN_PROGRESS の場
合は、Amazon Personalize コンソールまたはStopSolutionVersionCreation (p. 535)ソリューションバー
ジョンの作成を停止する操作 (モデルのトレーニングを停止する)。停止したソリューションバージョンの
作成を再開することはできません。ソリューションバージョンの作成が停止した時点までに使用されたリ
ソースに対して課金されます。

ソリューションバージョンの作成を停止すると、モデルトレーニングは終了しますが、ソリューション
バージョンは削除されません。ソリューションバージョンの詳細は、Amazon Personalize コンソール
とDescribeSolutionVersion (p. 480)オペレーション.

Amazon Personalize コンソールで、ソリューションバージョンの作成プロセスを停止できます。AWS 
Command Line Interface(AWS CLI)、またはAWSSDK。

トピック
• ソリューションバージョンの作成を停止する (コンソール) (p. 213)
• ソリューションバージョンの作成を停止する (AWS CLI) (p. 214)
• ソリューションバージョンの作成を停止する (AWSSDK) (p. 214)

ソリューションバージョンの作成を停止する (コンソール)

ソリューションバージョンのステータスが CREATE_PENDING または CREATE_IN_PROGRESS の場合
は、ソリューションバージョンの作成を停止できます (モデルのトレーニングを停止します)。

ソリューションバージョンの作成を停止するには (コンソール)

1. で Amazon Personalize コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/personalize/homeア
カウントにログインします。

2. リポジトリの []データセットグループページで、停止するソリューションバージョンを含むデータ
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、[] を選択します。ソリューションとレシピ。
4. リポジトリの []ソリューションとレシピページで、停止するソリューションバージョンを含むソ

リューションを選択します。
5. Eclipseソリューションバージョンで、停止するソリューションバージョンを選択します。
6. ソリューションバージョンの詳細ページで、[] を選択します。作成を停止します。。ソリューション

バージョンの元の状態に応じて、ソリューションバージョンの状態は次のように変化します。

• 作成保留中の変更を CREATE_STOPPED に変更しました。
• CREATE_IN_PROGRESS は CREATE_STOPPING に変わり、次に CREATE_STOPPED に変わり

ます。

213

https://console.aws.amazon.com/personalize/home


Amazon Personalize デベロッパーガイド
カスタムリソース

ソリューションバージョンの作成を停止する (AWS CLI)

ソリューションバージョンのステータスが CREATE_PENDING または CREATE_IN_PROGRESS の場合
は、ソリューションバージョンの作成を停止できます (モデルのトレーニングを停止します)。以下を使用
します。stop-solution-version-creationコマンドを使用すると、ソリューションバージョンの作
成を停止できます。AWS CLI。置換solution version arn停止したいソリューションバージョンの 
Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。ソリューションバージョンの作成が停止した時点までに使
用されたリソースに対して課金されます。

aws personalize stop-solution-version-creation \ 
    --solution-version-arn solution version arn

ソリューションバージョンのトレーニングステータスを以下ので確認します。describe-solution-
versionコマンド。

aws personalize describe-solution-version \ 
    --solution-version-arn solution version arn

ソリューションバージョンの元の状態に応じて、ソリューションバージョンの状態は次のように変化しま
す。

• 作成保留中の変更を CREATE_STOPPED に変更しました。

• CREATE_IN_PROGRESS が CREATE_STOPPING に変更され、次に作成が停止しました

ソリューションバージョンの作成を停止する (AWSSDK)

ソリューションバージョンのステータスが CREATE_PENDING または CREATE_IN_PROGRESS の場合
は、ソリューションバージョンの作成を停止できます (モデルのトレーニングを停止します)。以下のコー
ドは、を使用してソリューションバージョンの作成を停止する方法を示しています。AWS SDK for Python 
(Boto3)またはAWS SDK for Java 2.x。ソリューションバージョンの作成が停止した時点までに使用された
リソースに対して課金されます。

SDK for Python (Boto3)

以下を使用します。stop_solution_version_creationソリューションバージョンの作成を停止
するメソッドです。置換solution_version_arn停止したいソリューションバージョンの Amazon 
リソースネーム (ARN) を使用します。このメソッドでは、DescribeSolutionVersion (p. 480)オペ
レーションを使用して、ソリューションバージョンのステータスを取得します。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.stop_solution_version_creation( 
    solutionVersionArn = solution_version_arn
)

# Use the solution version ARN to get the solution version status.
solution_version_description = personalize.describe_solution_version( 
    solutionVersionArn = solution_version_arn)['solutionVersion']
print('Solution version status: ' + solution_version_description['status']) 
         

SDK for Java 2.x

以下を使用します。stopSolutionVersionCreationソリューションバージョンの作成を
停止します。作成を停止するソリューションバージョンの Amazon Personalize サービスク
ライアントと Amazon リソースネーム (ARN) をパラメータとして渡します。次のコードで
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は、DescribeSolutionVersion (p. 480)オペレーションを使用して、ソリューションバージョンのス
テータスを取得します。

public static void stopSolutionVersionCreation(PersonalizeClient personalizeClient, 
 String solutionVersionArn) { 
    String solutionVersionStatus = ""; 
     
    StopSolutionVersionCreationRequest stopSolutionVersionCreationRequest = 
 StopSolutionVersionCreationRequest.builder() 
        .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
        .build(); 
     
    personalizeClient.stopSolutionVersionCreation(stopSolutionVersionCreationRequest); 
     
    // Use the solution version ARN to get the solution version status. 
    DescribeSolutionVersionRequest describeSolutionVersionRequest = 
 DescribeSolutionVersionRequest.builder()  
        .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
        .build(); 
                     
    solutionVersionStatus = 
 personalizeClient.describeSolutionVersion(describeSolutionVersionRequest) 
        .solutionVersion() 
        .status(); 
    System.out.println("Solution version status: " + solutionVersionStatus);
}

ソリューションバージョンの元の状態に応じて、ソリューションバージョンの状態は次のように変化しま
す。

• 作成保留中の変更を CREATE_STOPPED に変更しました。

• CREATE_IN_PROGRESS は CREATE_STOPPING に変わり、次に CREATE_STOPPED に変わりま
す。

メトリクスを使用してソリューションバージョンを評価する

オフラインおよびオンラインのメトリクスを使用して、ソリューションバージョンのパフォーマンスを評
価できます。オンラインメトリクスは、リアルタイムのレコメンデーションを使用して、ユーザーのイン
タラクションで観察される経験的な結果です。例えば、ユーザーがカタログを閲覧するときのユーザーの
クリック率を記録できます。オンラインメトリクスの生成および記録は、ユーザーの責任において行われ
ます。

オフラインメトリクスは、ソリューションバージョンをトレーニングするときに Amazon Personalize が
生成するメトリクスです。キャンペーンを作成してレコメンデーションを提供する前に、オフラインメ
トリクスを使用してモデルのパフォーマンスを評価できます。オフラインメトリクスを使用すると、ソ
リューションのハイパーパラメータを変更した場合の効果を表示したり、同じデータでトレーニングされ
たモデルの結果を比較したりできます。このセクションの残りの部分では、メトリクスという用語はオフ
ラインメトリクスをいいます。

パフォーマンスメトリクスを取得するために、Amazon Personalize は、入力インタラクションデータをト
レーニングセットとテストセットに分割します。分割は、選択したレシピの種類によって異なります。

• USER_SEGMENTATIONレシピの場合、トレーニングセットは各ユーザーのインタラクションデータの 
80% で構成され、テストセットは各ユーザーのインタラクションデータの 20% で構成されます。

• その他のレシピタイプでは、トレーニングセットは、ユーザーの 90% とインタラクションデータで設定
されています。テストセットは、残りの 10% におけるユーザーのインタラクションデータで設定されて
います。
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その後、Amazon Personalize は、トレーニングセットを使用してソリューションバージョンを作成しま
す。トレーニングが完了すると、Amazon Personalize は、テストセットからの各ユーザーのデータの最も
古い 90% を入力として提供します。その後、Amazon Personalize は、ソリューションバージョンが生成
するレコメンデーションを、テストセットからの各ユーザーのデータの最新の 10% における実際のインタ
ラクションと比較することにより、メトリクスを計算します。

比較のためのベースラインを生成するには、最も人気のある上位 K 個のアイテムを推奨する Popularity-
Count (p. 127) レシピを使用することをお勧めします。

トピック
• ソリューションバージョンのメトリクスの取得 (p. 216)
• 指標定義 (p. 218)
• 例 (p. 220)
• その他のリソース (p. 220)

ソリューションバージョンのメトリクスの取得

ソリューションバージョンを作成すると、メトリクスを使用してそのパフォーマンスを評価できま
す。Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、およびAWS SDK を使
用して、ソリューションバージョンのメトリックスを取得できます。

トピック
• ソリューションバージョンのメトリクスの取得 (コンソール) (p. 216)
• ソリューションバージョンメトリックの取得 (AWS CLI) (p. 216)
• ソリューションバージョンメトリクス (AWSSDK) の取得 (p. 217)

ソリューションバージョンのメトリクスの取得 (コンソール)

コンソールでレコメンダーメトリクスを表示するには、ソリューションバージョンの詳細ページに移動し
ます。

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. データセットグループページで、カスタム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から [カスタムリソース] を選択し、[ソリューションとレシピ] を選択します。
4. ソリューションを選択してください。
5. ソリューションバージョンでは、ソリューションバージョンを選択してその詳細ページを表示しま

す。メトリックは、下部ペインの [ソリューションバージョンメトリック] タブに一覧表示されます。
指標の定義については、を参照してください指標定義 (p. 218)。

ソリューションバージョンの評価が完了したので、次はユースケースに最適な指標を含むソリュー
ションバージョンをデプロイしてキャンペーンを作成できます。ソリューションのデプロイの詳細に
ついては、「」を参照してくださいキャンペーンの作成 (p. 221)。を参照してください。を参照して
ください。を参照してください。を参照してください。

ソリューションバージョンメトリックの取得 (AWS CLI)

GetSolutionMetrics (p. 483) を呼び出して、特定のソリューションバージョンのメトリクスを取得しま
す。次のコードは、「」を参照してくださいAWS CLI。

personalize get-solution-metrics --solution-version-arn solution version ARN

次に示すのは、追加の最適化目標を持つ User-Personalization (p. 105) レシピを使用して作成されたソ
リューションバージョンからの出力の例です。

216

https://console.aws.amazon.com/personalize/home


Amazon Personalize デベロッパーガイド
カスタムリソース

{ 
    "solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/SolutionName/
<version-id>", 
    "metrics": { 
        "coverage": 0.27, 
        "mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0379, 
        "normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0405, 
        "normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0513, 
        "normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0828, 
        "precision_at_5": 0.0136, 
        "precision_at_10": 0.0102, 
        "precision_at_25": 0.0091, 
        "average_rewards_at_k": 0.653 
    }
}

各指標の説明については、を参照してください指標定義 (p. 218)。ソリューションバージョンの評価が完
了したので、次はユースケースに最適な指標を含むソリューションバージョンをデプロイしてキャンペー
ンを作成できます。ソリューションのデプロイの詳細については、「」を参照してくださいキャンペーン
の作成 (p. 221)。を参照してください。を参照してください。を参照してください。を参照してくださ
い。

ソリューションバージョンメトリクス (AWSSDK) の取得

GetSolutionMetrics (p. 483) を呼び出して、特定のソリューションバージョンのメトリクスを取得しま
す。メトリクスを取得するには、次のコードを使用します。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.get_solution_metrics( 
    solutionVersionArn = 'solution version arn')

print(response['metrics'])

SDK for Java 2.x

public static void getSolutionVersionMetrics(PersonalizeClient personalizeClient, 
 String solutionVersionArn) { 

    try { 
        GetSolutionMetricsRequest request = GetSolutionMetricsRequest.builder() 
                .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
                .build(); 
        Map<String, Double> metrics = 
 personalizeClient.getSolutionMetrics(request).metrics(); 
        metrics.forEach((key, value) -> System.out.println(key + " " + value)); 
    } catch (PersonalizeException e ) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
    }
}

次に示すのは、追加の最適化目標を持つ User-Personalization (p. 105) レシピを使用して作成されたソ
リューションバージョンからの出力の例です。

{ 
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    "solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution/
<version-id>", 
    "metrics": { 
        "coverage": 0.27, 
        "mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0379, 
        "normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0405, 
        "normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0513, 
        "normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0828, 
        "precision_at_5": 0.0136, 
        "precision_at_10": 0.0102, 
        "precision_at_25": 0.0091, 
        "average_rewards_at_k": 0.653 
    }
}

各指標の説明については、を参照してください指標定義 (p. 218)。ソリューションバージョンの評価が完
了したので、次はユースケースに最適な指標を含むソリューションバージョンをデプロイしてキャンペー
ンを作成できます。ソリューションのデプロイの詳細については、「」を参照してくださいキャンペーン
の作成 (p. 221)。を参照してください。を参照してください。を参照してください。を参照してくださ
い。

指標定義

Amazon Personalize がソリューションバージョンに対して生成するメトリックスは、次の用語を使用して
以下に説明されています。

• 関連レコメンデーションとは、ユーザーが実際に操作したアイテムに対するレコメンデーションです。
これらの製品は、テストセットからの各ユーザーのインタラクションデータの最新の 10% における各
ユーザーのインタラクションデータの最新の 10% における各ユーザーのインタラクションデータの最新
の 10% における各ユーザーのインタラクション

• ランク は、推奨事項リスト内の推奨される事項の順位を示しています。順位 1 (リストの上位) は、ユー
ザーにとって最も高い関連事項であると推定されます。

各指標では、数値が大きいほど (1 に近い)、優れています。さらに詳しく知るには、に記載されているリ
ソースを参照してくださいその他のリソース (p. 220)。

カバレッジ

カバレッジは、Interactions データセットと Items データセットにある一意のアイテムの総数か
ら、Amazon Personalize が推奨する可能性のある個別製品の割合を示します。カバレッジスコア
が高いほど、Amazon Personalize は、さまざまなユーザーに同じ製品を繰り返し推奨するのではな
く、Amazon Personalize により多くの製品を推奨します。User-Personalization など、アイテム探索
を特徴とするレシピは、popularity-count など、そうでないレシピよりもカバー率が高くなります。

25 での平均逆ランク

この指標は、上位の順位でモデルが関連性の高いレコメンデーションを生成できるかどうかを示しま
す。ユーザーに関連する検索結果を生成していて、ユーザーがリストの下位にある項目を選択するこ
とを期待しない場合は、平均相互ランクが25と高いモデルを選択できます。たとえば、ユーザーは検
索結果の最初の料理レシピを選択することがよくあります。

Amazon Personalize は、レコメンデーションのリクエストの相互平均ランクスコアを使用してこの
指標を計算します。各相互ランクスコアは次のように計算されます。ここで1 / the rank of the 
highest item interacted with by the user、可能なランキングの合計は25です。ユーザー
が操作したその他のランクの低いアイテムは無視されます。ユーザーが最初の項目を選択した場合、
スコアは 1 です。どのアイテムも選択しない場合、スコアは 0 になります。

たとえば、3 人の異なるユーザーに、それぞれ 25 件のレコメンデーションを表示するとします。
• ユーザー 1 がランク 4 のアイテムをクリックし、ランク 10 のアイテムをクリックすると、相互の

ランクスコアは 1/4 になります。
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• ユーザー 2 がランク 2 のアイテム、ランク 4 のアイテム、ランク 12 のアイテムをクリックした場
合、それぞれのランクスコアは 1/2 になります。

• ユーザー 3 がランク 6 のアイテムを 1 つクリックした場合、相互のランクスコアは 1/6 になりま
す。

すべてのレコメンデーションのリクエストに対する平均相互ランク (この場合は 3) は、次のように計
算されます(1/4 + 1/2 + 1/6) / 3 = .3056。

K (5/10/25) での正規化減損累積利得 (NCDG)

このメトリクスは、モデルの推奨をどの程度ランク付けしているかを示します。ここで、K は 
5、10、25 のレコメンデーションのサンプルサイズです。この指標は、最高ランクの項目だけでな
く、おすすめのランキングにも関心がある場合に役立ちます（これについては、「」を参照mean 
reciprocal rank at 25）。たとえば、NCDG at 10のスコアは、カルーセルに一度に最大10本
の映画を表示するアプリケーションがある場合に役立ちます。

Amazon Personalize は、テストセット内の各ユーザーのランキング順位に基づいてレコメンデーショ
ンに重みを割り当てて NCDG を計算します。各推奨は、その順位に応じた係数によって割り引きされ
ます (重みが低くなる)。最後の指標は、テストセットのすべてのユーザーの平均です。K での正規化
された割引累積利益は、リストの下位にある推奨事項が、リストの上位にある推奨事項よりも関連性
が低いことを想定しています。

Amazon Personalize は、リストの上位が順位 1 である 1/log(1 + position) の重量要素を使用し
ます。

precision at K

このメトリクスは、K (5、10、25) の推奨サンプルサイズに基づいて、モデルのレコメンデーション
がどの程度関連しているかを示します。

Amazon Personalize では、テストセット内の各ユーザーについて上位 K 件のレコメンデーションの
中から関連するレコメンデーションの数を K で割ってこの指標を計算します。K は 5、10、または 25 
です。最後の指標は、テストセットのすべてのユーザーの平均です。

たとえば、あるユーザーに10個の項目を推奨し、ユーザーがそのうちの3つを操作した場合、Kでの精
度は、3 / 10 = .30正しく予測された3つの項目を合計10個の推奨項目で割った値になります。

この指標は、関連商品を的確に推薦する指標となります。スコアが 1 に近いほど、モデルの精度が高
くなります。

average_rewards_at_k

最適化の目的を持つソリューションのソリューションバージョンを作成する (モデルをトレー
ニングする) と、Amazon Personalize は average_rewards_at_k メトリクスを生成しま
す。average_rewards_at_k のスコアは、ソリューションバージョンが目的を達成する上でどれだ
けよく機能するかを示します。このメトリクスを計算するために、Amazon Personalize は各ユーザー
についての報酬を次のように計算します。

rewards_per_user = total rewards from the user's interactions with their 
top 25 reward generating recommendations / total rewards from the user's 
interactions with recommendations

最終的な average_rewards_at_k は、1 以下 0 超の 10 進値に正規化されたすべての
rewards_per_user の平均です。値が 1 に近いほど、レコメンデーションから期待できるユーザー
あたりの平均利益が大きくなります。

例えば、クリックから得られる収益を最大化することが目的の場合、Amazon Personalize は、ユー
ザーが上位 25 位の最も高額なレコメンデーションからクリックしたアイテムによって生成された合
計収益を、ユーザーがクリックしたすべての推奨アイテムからの収益で除することにより、各ユー
ザースコアを計算します。その後、Amazon Personalize は、すべてのユーザースコアの正規化された
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平均を返します。average_rewards_at_k が 1 に近いほど、レコメンデーションから得られるユー
ザーあたりの平均収益が増大することが期待できます。

詳細については、「追加の目的のためのソリューションの最適化 (p. 199)」を参照してください。
トレンド予測精度

今話題になっている (p. 125)レシピを使ってソリューションバージョンをトレーニングした場合、モ
デルが推奨するアイテムの人気上昇率。トレンド予測の精度が高いほど (1 に近いほど)、モデルがト
レンド項目を正しく識別できるようになります。

人気の加速度を計算するために、Amazon Personalize はすべてのおすすめ商品における人気の増加率
を、上位 25 件のトレンド商品の合計人気増加率で割ります。これらの項目は、テストセットでの実
際のインタラクションから得られます。

データ分布と [トレンド検出頻度] で選択する内容に応じて、トレンド予測精度の値は 0.0 になること
があります。

ヒット (K でヒット)

USER_SEGMENTATIONレシピを使用してソリューションバージョンをトレーニングした場合、予測
される関連性の高い上位K件の結果のうち、実際のユーザーと一致するユーザーの平均数です。実際
のユーザーとは、テストセット内の項目を実際に操作したユーザーです。K は最も関連性の高いユー
ザーの上位 1% です。値が大きいほど、予測の精度が高くなります。

リコール (K でのリコール)

USER_SEGMENTATIONレシピを使用してソリューションバージョンをトレーニングした場合、予測
される関連性の高い上位K件の結果における実際のユーザーと一致する予測ユーザーの平均パーセン
テージです。実際のユーザーとは、テストセット内の項目を実際に操作したユーザーです。K は最も
関連性の高いユーザーの上位 1% です。値が大きいほど、予測の精度が高くなります。

例

以下は、特定のユーザー向けの推奨事項のリストを生成するソリューションバージョンの簡単な例です。2 
番目と 5 番目のレコメンデーションは、このユーザーのテストデータのレコードと一致します。これらは
関連するレコメンデーションです。K が 5 に設定されている場合、次のメトリクスがユーザーに生成され
ます。

reciprocal_rank

計算: 1/2

結果: 0.5000
normalized_discounted_cumulative_gain_at_5

計算: (1/log(1 + 2) + 1/log(1 + 5)) / (1/log(1 + 1) + 1/log(1 + 2))

結果: 0.6241
precision_at_5

計算: 2/5

結果: 0.4000

その他のリソース

A/B テストによるソリューションバージョンの評価については、「A/B テストを使用して Amazon 
Personalize が生成するレコメンデーションの有効性を測定する」を参照してください。レコメンダーシス
テムのさまざまなタイプの指標について詳しくは、以下の外部リソースをご覧ください。
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• MRR 対 MAP 対 NDCG: ランクを意識した評価指標とその使用タイミング
• 割引後の累積利益:知っておくべきランキング指標
• レコメンダーシステムのリコール率と精度 (k)
• レコメンダーシステムのランキング評価指標

キャンペーンの作成
カスタムリソースを使ったリアルタイムのレコメンデーションについてはソリューションバージョンの作
成 (p. 209)、完了すると、ソリューションバージョンをキャンペーンでデプロイする準備が整います。

キャンペーンでは、リアルタイムのレコメンデーションを生成するためのプロビジョンドトランザク
ション容量を搭載した (トレーニング済みモデル) (トレーニング済みモデル) (トレーニング済みモデ
ル) (トレーニング済みモデル) (トレーニング済みモデル) (トレーニング済み キャンペーンを作成した
ら、GetRecommendations (p. 559) または GetPersonalizedRanking (p. 555) の API 操作を使用してレ
コメンデーションを取得します。バッチレコメンデーションを取得しようとしている場合は、キャンペー
ンを作成する必要はありません。詳細については、「バッチレコメンデーションとユーザーセグメントの
取得 (カスタムリソース) (p. 242)」を参照してください。

キャンペーンは、Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS SDK を使用して作成します。

Important

ソリューションバージョンを手動で再トレーニングする場合、またはキャンペーンの設定を変更
する場合は、キャンペーンを更新する必要があります。詳細については、「キャンペーンを更新
します。 (p. 225)」を参照してください。

トピック
• 1 秒あたりの最小プロビジョンドトランザクション数とオートスケーリング (p. 221)
• キャンペーンの作成 (コンソール) (p. 222)
• キャンペーンの作成 (AWS CLI) (p. 222)
• キャンペーンの作成 (AWS SDK) (p. 223)
• キャンペーンを更新します。 (p. 225)

1 秒あたりの最小プロビジョンドトランザクション数とオートスケーリング
Important

minProvisionedTPS高くなると請求額が増えます。minProvisionedTPS(デフォルト) は 1 か
ら始めることをお勧めします。Amazon CloudWatch のメトリックスを使用して使用状況を追跡
し、minProvisionedTPS必要に応じて使用量を増やします。

Amazon Personalize のキャンペーンを作成する場合、レコメンデーションを生成するためのプロ
ビジョンドトランザクション容量を指定します。レコメンデーションを生成するためのプロビジョ
ンドトランザクション容量を指定します。トランザクションは単一の GetRecommendations また
は GetPersonalizedRanking コールです。1 秒あたりのトランザクション数 (TPS) は、Amazon 
Personalize のスループットと請求単位です。プロビジョンド最小 TPS (minProvisionedTPS) 
は、Amazon Personalize によってプロビジョニングされたベースラインスループット、つまり最小請求料
金を指定します。

TPS が minProvisionedTPS を超えて増加した場合、Amazon Personalize はプロビジョンド容量を自動
的にスケールアップまたはスケールダウンしますが、minProvisionedTPS を下回ることはありません。
容量が引き上げられている間に短時間の遅延が生じます。これにより、トランザクションの損失が生じる
可能性があります。
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実際に使用される TPS は、5 分間のウィンドウ内の平均リクエスト数/秒として計算されます。
最小プロビジョンド TPS または実際の TPS のいずれか多い金額を支払います。最初は低い値か
ら始めてminProvisionedTPS、Amazon CloudWatch のメトリクスを使用して使用状況を追跡
し、minProvisionedTPS必要に応じて使用量を増やすことをお勧めします。

キャンペーンの作成 (コンソール)

ソリューションバージョンのステータスが [Active ] (アクティブ) になったら、Amazon Personalize のキャ
ンペーンでそのソリューションバージョンをデプロイする準備が整います。

キャンペーンを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. デプロイするソリューションバージョンの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、[キャンペーン] を選択します。
4. [Campaigns] (キャンペーン) のページで、[Create campaign] (キャンペーンを作成) を選択します。
5. [Create new campaign] (新しいキャンペーンを作成) ページの [Campaign details] (キャンペーンの詳

細) で、次の情報を入力します。

• Campaign name (キャンペーン名): キャンペーンの名前を入力します。ここで入力したテキスト
は、[Campaign] (キャンペーン) ダッシュボードと詳細のページに表示されます。

• Solution (ソリューション): 先ほど作成したソリューションを選択します。
• Solution version ID (ソリューションバージョン ID): 作成したソリューションバージョンの ID を選

択します。
• 1 秒あたりの最小プロビジョニングトランザクション数 (API では minProvisiedTPS と呼ばれます):

Amazon Personalize がサポートする 1 秒あたりの最小プロビジョニングトランザクション数を設
定します。値が高いと請求額が増えます。1 (デフォルト) から始めることをお勧めします (デフォル
ト)。Amazon CloudWatch のメトリックスを使用して使用状況を追跡し、minProvisionedTPS必
要に応じて使用量を増やします。詳細については、「1 秒あたりの最小プロビジョンドトランザク
ション数とオートスケーリング (p. 221)」を参照してください。

6. User-Personalization レシピを使用した場合は、[Campaign configuration] (キャンペーン設定) で、
オプションで [Exploration weight] (探索の重み) と [Exploration item age cut off] (探索アイテムが
存在するようになってからの期間のカットオフ) の値を入力します。詳細については、「User-
Personalization (p. 105)」を参照してください。

7. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon Personalize リソースのタグ付けの詳
細については、「」を参照してくださいAmazon Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。

8. [Create campaign (キャンペーンの作成)] を選択します。
9. キャンペーンの詳細のページで、キャンペーンのステータスが [Active] (アクティブ) の場合、キャン

ペーンを使用してレコメンデーションを取得し、インプレッションを記録できます。詳細について
は、「ステップ 4: レコメンデーションの取得 (p. 228)」を参照してください。

キャンペーンのステータスが ACTIVE になると、キャンペーンの準備が整います。ソリューション
バージョンを再トレーニングする場合、またはキャンペーンの設定を変更する場合は、キャンペーン
を更新する必要があります。詳細については、「キャンペーンを更新します。 (p. 225)」を参照して
ください。

キャンペーンの作成 (AWS CLI)

ソリューションバージョンのステータスが [Active ] (アクティブ) になったら、Amazon Personalize の
キャンペーンでそのソリューションバージョンをデプロイする準備が整います。次の create-campaign
AWS CLI コマンドを使用して、User-Personalization レシピを使用してトレーニングされたソリューショ
ンバージョンをデプロイするキャンペーンを作成します。キャンペーンに名前を付け、ソリューション
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バージョン ARN (Amazon リソースネーム) を指定します。オプションで、ユースケースでより高いプロビ
ジョンド容量が必要な場合は minProvisionedTPS を変更します。最小値は 1 です。

campaign-config パラメータは、ソリューションバージョンのトレーニングに使用したレシピに固有で
す (レシピの詳細については、「レシピの説明を表示します。 (p. 102)」を参照してください)。この例で
は、次の User-Personalization レシピ固有の itemExplorationConfig フィールドをデフォルト値で使
用しています: explorationWeight および explorationItemAgeCutOff。campaign-config パラ
メータを省略すると、デフォルトの値が適用されます。itemExplorationConfig フィールドの詳細に
ついては、User-Personalization (p. 105) レシピの プロパティおよびハイパーパラメータ (p. 106) を参照し
てください。

aws personalize create-campaign \
--name campaign name \
--solution-version-arn solution version arn \
--min-provisioned-tps 1 \
--campaign-config "{\"itemExplorationConfig\":{\"explorationWeight\":\"0.3\",
\"explorationItemAgeCutOff\":\"30\"}}"

キャンペーンのステータスが ACTIVE になると、キャンペーンの準備が整います。現在のステータスを取
得するには、DescribeCampaign (p. 452) を呼び出して、 status フィールドが ACTIVE であることを
確認します。

ソリューションバージョンを再トレーニングする場合、またはキャンペーンの設定を変更する場合は、
キャンペーンを更新する必要があります。詳細については、「キャンペーンを更新します。 (p. 225)」を
参照してください。

Amazon Personalize には、作成したキャンペーンを一覧表示する ListCampaigns (p. 491)
など、キャンペーンを管理するための操作が用意されています。キャンペーンを削除するに
は、DeleteCampaign (p. 428) を呼び出します。キャンペーンを削除しても、キャンペーンの一部である
ソリューションバージョンは削除されません。

キャンペーンを作成したら、これを使用して推奨を行うことができます。詳細については、「ステップ 4: 
レコメンデーションの取得 (p. 228)」を参照してください。

キャンペーンの作成 (AWS SDK)

ソリューションバージョンのステータスが [Active ] (アクティブ) になったら、Amazon Personalize の
キャンペーンでそのソリューションバージョンをデプロイする準備が整います。次のコードを使用して
キャンペーンを作成します。キャンペーンに名前を付け、デプロイするソリューションバージョンの 
Amazon リソースネーム (ARN) を指定し、オプションでキャンペーンがサポートするものを指定します 
(このパラメータのデフォルト値は 1)。オプションで、キャンペーンがサポートするソリューションバー
ジョンの Amazon リソースネーム (ARN)。オプションで、キャンペーンがサポートするソリューション
バージョンの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します (このパラメータのデフォルト値は 1)。オプ
ションで、デプロイ最小プロビジョンド TPS (p. 221) User-Personalization (p. 105)レシピを使用する場
合、itemExplorationWeightexplorationItemAgeCutOffおよびパラメーターを使用してアイテム
探索を設定できます。

SDK for Python (Boto3)

この例では、itemExplorationWeight および explorationItemAgeCutOff パラメータは User-
Personalization (p. 105) レシピに固有です。 itemExplorationWeight デフォルトは 0.3 で、デフォルト
は 30 explorationItemAgeCutOff  です。キャンペーン設定パラメータを省略すると、デフォルトの値
が適用されます。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

223



Amazon Personalize デベロッパーガイド
カスタムリソース

response = personalize.create_campaign( 
    name = 'campaign name', 
    solutionVersionArn = 'solution version arn', 
    minProvisionedTPS = 1, 
    campaignConfig = {"itemExplorationConfig": {"explorationWeight": "0.3", 
 "explorationItemAgeCutOff": "30"}}
)

arn = response['campaignArn']

description = personalize.describe_campaign(campaignArn = arn)['campaign']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['campaignArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x

この例では、itemExplorationWeight および explorationItemAgeCutOff パラメータは User-
Personalization (p. 105) レシピに固有です。 itemExplorationWeight デフォルトは 0.3 で、デフォルト
は 30 explorationItemAgeCutOff  です。キャンペーン設定パラメータを省略すると、デフォルトの値
が適用されます。

public static void createCampaign(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                String campaignName,  
                                String solutionVersionArn,  
                                Integer minProvisionedTPS,  
                                String itemExplorationWeight,  
                                String explorationItemAgeCutOff) { 
                                 
    //Optional code to instantiate a HashMap and add the explorationWeight and 
 explorationItemAgeCutOff values. 
    //Remove if you aren't using User-Personaliztion. 
    Map<String,String> itemExploration = new HashMap<String,String>(); 
    itemExploration.put("explorationWeight", itemExplorationWeight); 
    itemExploration.put("explorationItemAgeCutOff", explorationItemAgeCutOff); 

    try { 
        // Build a User-Personalization recipe specific campaignConfig object with the 
 itemExploration map. 
        // CampaignConfig construction will vary by recipe. 
        CampaignConfig campaignConfig = CampaignConfig.builder() 
            .itemExplorationConfig(itemExploration) 
            .build(); 
     
        // build the createCampaignRequest 
        CreateCampaignRequest createCampaignRequest = CreateCampaignRequest.builder() 
            .name(campaignName) 
            .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
            .minProvisionedTPS(minProvisionedTPS) 
            .campaignConfig(campaignConfig) // 
            .build(); 

        // create the campaign 
        CreateCampaignResponse campaignResponse = 
 personalizeClient.createCampaign(createCampaignRequest); 
        String campaignArn = campaignResponse.campaignArn(); 
         
        DescribeCampaignRequest campaignRequest = DescribeCampaignRequest.builder() 
            .campaignArn(campaignArn) 
            .build(); 
     
        DescribeCampaignResponse campaignResponse = 
 personalizeClient.describeCampaign(campaignRequest); 
        Campaign newCampaign = campaignResponse.campaign(); 
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        System.out.println("The Campaign status is " + newCampaign.status()); 
     
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
    }
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.

import { CreateCampaignCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";

// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

// Set the campaign's parameters.
export const createCampaignParam = { 
  solutionVersionArn: 'SOLUTION_VERSION_ARN', /* required */ 
  name: 'NAME',  /* required */ 
  minProvisionedTPS: 1    /* optional integer */
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateCampaignCommand(createCampaignParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

キャンペーンのステータスが ACTIVE になると、キャンペーンの準備が整います。現在のステータスを取
得するには、DescribeCampaign (p. 452) を呼び出して、 status フィールドが ACTIVE であることを
確認します。

ソリューションバージョンを手動で再トレーニングする場合、またはキャンペーンの設定を変更す
る場合は、キャンペーンを更新する必要があります。詳細については、「キャンペーンを更新しま
す。 (p. 225)」を参照してください。

Amazon Personalize には、作成したキャンペーンを一覧表示する ListCampaigns (p. 491)
など、キャンペーンを管理するための操作が用意されています。キャンペーンを削除するに
は、DeleteCampaign (p. 428) を呼び出します。キャンペーンを削除しても、キャンペーンの一部である
ソリューションバージョンは削除されません。

キャンペーンを作成したら、これを使用して推奨を行うことができます。詳細については、「ステップ 4: 
レコメンデーションの取得 (p. 228)」を参照してください。

キャンペーンを更新します。

既存のキャンペーンでリトレーニング済みのソリューションバージョンをデプロイする、またはキャン
ペーンの変更を行うには最小プロビジョンド TPS (p. 221)またはキャンペーン設定の場合は、キャン
ペーンを手動で更新する必要があります。
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ユーザーパーソナライゼーションでは、Amazon Personalize は最新のソリューションバージョンを
自動的に更新します（trainingModeに設定します。FULL) 2 時間ごとに新しいアイテムをレコメン
デーションに含めれば、キャンペーンでは更新されたソリューションバージョンが自動的に使用されま
す。でソリューションバージョンを手動で再トレーニングする場合のみ、キャンペーンを手動で更新す
るtrainingModeに設定します。FULLキャンペーンに変更を加える場合minProvisionedTPSまたは
キャンペーン設定。ユーザーパーソナライゼーションレシピによる自動更新の詳細については、を参照し
てください。自動更新 (p. 106)。

Amazon Personalize コンソールでキャンペーンを手動で更新するには、AWS Command Line 
Interface(AWS CLI)、またはAWSSDK。

トピック
• キャンペーンの更新 (コンソール) (p. 226)
• キャンペーンの更新 (AWS CLI) (p. 226)
• キャンペーンの更新 (AWSSDK) (p. 226)

キャンペーンの更新 (コンソール)

手動で再トレーニングされたソリューションバージョンをデプロイしたり、キャンペーン設定を変更した
りするには、キャンペーンを更新する必要があります。

キャンペーンを更新するには (コンソール)

1. で Amazon Personalize コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/personalize/homeア
カウントにログインします。

2. 更新するキャンペーンを含む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、[キャンペーン] を選択します。
4. リポジトリの []キャンペーンページで、更新するキャンペーンを選択します。
5. キャンペーン詳細ページで、[更新。
6. リポジトリの []キャンペーンを更新します。ページで、変更を実施します。たとえば、再トレーニン

グされたソリューションバージョンをデプロイする場合、ソリューションバージョン IDで、新しいソ
リューションバージョンの ID 番号を選択します。

7. [Update] を選択します。Amazon Personalize は、新しいソリューションバージョンと変更された設定
を使用するようにキャンペーンを更新します。

キャンペーンの更新 (AWS CLI)

新しいソリューションバージョンをデプロイするには、キャンペーンの変更を行います。最小プロビジョ
ンド TPS (p. 221)または、キャンペーンの設定を変更する場合は、キャンペーンを更新する必要があり
ます。以下を使用します。update-campaignコマンドで、新しいソリューションバージョンを使用する
ようにキャンペーンを更新してAWS CLI。

置換campaign arn更新するキャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。置換new 
solution version arnデプロイするソリューションバージョンを使用します。

aws personalize update-campaign \
--campaign-arn campaign arn \
--solution-version-arn new solution version arn \
--min-provisioned-tps 1

キャンペーンの更新 (AWSSDK)

新しいソリューションバージョンをデプロイするには、キャンペーンの変更を行います。最小プロビジョ
ンド TPS (p. 221)または、キャンペーンの設定を変更する場合は、キャンペーンを更新する必要があり
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ます。次のコードを使用して SDK for Python (Boto3) または SDK for Java 2.x でキャンペーンを更新しま
す。パラメータの詳細なリストについては、「UpdateCampaign (p. 541)」を参照してください。

SDK for Python (Boto3)

以下を使用します。update_campaignメソッドを使用して、新しいソリューションバージョ
ンを展開します。置換campaign arn更新するキャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN) 
で、new solution version arn新しいソリューションバージョン ARN を使用し、オプション
でminProvisionedTPS。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.update_campaign( 
    campaignArn = 'campaign arn', 
    solutionVersionArn = 'new solution version arn', 
    minProvisionedTPS = 1,
)

arn = response['campaignArn']

description = personalize.describe_campaign(campaignArn = arn)['campaign']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['campaignArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x

以下を使用します。updateCampaignメソッドを使用して、新しいソリューションバージョンを使
用するようにキャンペーンを更新します。パラメータとして Amazon Personalize サービスクライ
アント、新しいソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)、最小プロビジョンド 
TPS (p. 221)。

public static void updateCampaign(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                String campaignArn, 
                                String solutionVersionArn,  
                                Integer minProvisionedTPS) { 

    try {     
        // build the updateCampaignRequest 
        UpdateCampaignRequest updateCampaignRequest = UpdateCampaignRequest.builder() 
            .campaignArn(campaignArn) 
            .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
            .minProvisionedTPS(minProvisionedTPS) 
            .build(); 
         
        // update the campaign 
        personalizeClient.updateCampaign(updateCampaignRequest); 
         
        DescribeCampaignRequest campaignRequest = DescribeCampaignRequest.builder() 
              .campaignArn(campaignArn) 
              .build(); 
     
        DescribeCampaignResponse campaignResponse = 
 personalizeClient.describeCampaign(campaignRequest); 
        Campaign updatedCampaign = campaignResponse.campaign(); 
         
        System.out.println("The Campaign status is " + updatedCampaign.status()); 
     
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
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        System.exit(1); 
    }
}

ステップ 4: レコメンデーションの取得
リソースに応じて、リアルタイムレコメンデーションを取得したり、履歴データのみのバッチフローを使
用してレコメンデーションを取得したりできます。

• カスタムリソースを使用すると、リアルタイムのレコメンデーションやバッチレコメンデーションを取
得できます。リアルタイムレコメンデーションについては、レコメンデーションを取得する前にカスタ
ムキャンペーンを作成する必要があります。バッチレコメンデーションについては、キャンペーンを作
成する必要はありません。

• ドメインデータセットグループのレコメンデーションについては、リアルタイムのレコメンデーション
のみを取得できます。

次のトピックでは、各レコメンデーションタイプを使用する方法とタイミングについて説明します。

トピック
• レコメンデーションスコア (p. 228)
• リアルタイムレコメンデーションの取得 (p. 228)
• バッチレコメンデーションとユーザーセグメントの取得 (カスタムリソース) (p. 242)

レコメンデーションスコア
Amazon Personalize では、「ユーザーパーソナライゼーション」と「パーソナライズされたランキング」
のレシピで作成されたカスタムソリューションでは、各項目のスコアをレコメンデーションに含めます。
これらのスコアは、ユーザーが次に選択するアイテムがある、Amazon Personalize の相対的な確実性を表
します。スコアが高いほど、確実性が高くなります。

ユーザーパーソナライゼーションのスコアについては、を参照してくださいユーザーパーソナライゼー
ションレコメンデーションスコアの仕組み (カスタムリソース) (p. 229)。パーソナライズされたランキン
グのおすすめのスコアについては、を参照してくださいパーソナライズされたランキングスコアリングの
仕組み (p. 238)。

バッチ推論ジョブの場合、ユーザーパーソナライゼーションレコメンデーションスコアの仕組み (カスタ
ムリソース) (p. 229)項目スコアはおよびで説明されているとおりに計算されますパーソナライズされた
ランキングスコアリングの仕組み (p. 238)。バッチ推論ジョブの出力 JSON ファイルでスコアを表示で
きます。

リアルタイムレコメンデーションの取得
リアルタイムのレコメンデーションは、ユーザーがアプリケーションを使用するときにリクエストして表
示するレコメンデーションです。レコメンデーションまたはカスタムキャンペーンを使用して、Amazon 
Personalize からリアルタイムのレコメンデーションを取得できます。

• ドメインレコメンダーの場合、the section called “GetRecommendations” (p. 559)操作でリアルタイム
のレコメンデーションを取得できます。または、Amazon Personalize コンソールを使用してレコメン
ダーをテストできます。

• カスタムリソースについては、キャンペーンをサポートするソリューションバージョンの作成に使用
したレシピに応じて、the section called “GetRecommendations” (p. 559)もしくはthe section called 
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“GetPersonalizedRanking” (p. 555) API 操作を使用してユーザー向けのレコメンデーションを取得しま
す。または、Amazon Personalize コンソールを使用してキャンペーンをテストできます。

ユースケースのトップピックやユーザーパーソナライズレシピなど、リアルタイムでパーソナライズでき
るドメインのユースケースやレシピを使用する場合、Amazon Personalize はユーザーがカタログを操作す
るときの最新のアクティビティに基づいてレコメンデーションを更新します。リアルタイムイベントの記
録およびパーソナライズの詳細については、「」を参照してくださいイベントの記録 (p. 261)。

ユースケースやレシピによっては、リクエストでプロモーションを指定できます。プロモーションは、推
奨項目の設定可能なサブセットに適用される追加のビジネスルールを定義します。詳細については、おす
すめ商品の宣伝 (p. 232)を参照してください。

トピック
• レコメンデーションの取得 (p. 229)
• パーソナライズされたランキングの取得 (カスタムリソース) (p. 238)
• コンテキストメタデータを使用したレコメンデーションの関連性の向上 (p. 241)

レコメンデーションの取得
Amazon Personalize のレコメンデーションまたは Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI)、またはAWS SDK を使用してカスタムキャンペーンからレコメンデーションを取得
できます。

Note

PERSONALIZED_RANKING カスタムレシピを使用した場合は、「」を参照してくださいパーソ
ナライズされたランキングの取得 (カスタムリソース) (p. 238)。

トピック
• ユーザーパーソナライゼーションレコメンデーションスコアの仕組み (カスタムリソース) (p. 229)
• レコメンデーションの取得 (コンソール) (p. 230)
• レコメンデーションの取得 (AWS CLI) (p. 230)
• レコメンデーションの取得 (AWS SDK) (p. 231)
• おすすめ商品の宣伝 (p. 232)

ユーザーパーソナライゼーションレコメンデーションスコアの仕組み (カスタム
リソース)

Users Personalize は、Users Amazon Personalize のレシピを使用して、ユーザーのインタラクション
データとメタデータに基づいてアイテムのスコアを生成します。これらのスコアは、ユーザーが次にアイ
テムを操作するかどうかについて、Amazon Personalize の相対的な確実性を表します。スコアが高いほ
ど、確実性が高くなります。

Amazon Personalize では、カタログ内のすべての商品を 0 から 1 (両方を含む) までの尺度で相互に採点
し、すべてのスコアの合計が 1 になるようにします。たとえば、ユーザーから映画のレコメンデーション
を取得していて、Items データセットに 3 本の映画がある場合、それらのスコアは 0.6、0.3、0.1 とな
ります。同様に、インベントリに映画が 1,000 本ある場合、最も評価が高い映画のスコアは非常に小さく
なる可能性があります (平均スコアは .001)。ただし、スコアリングは相対的であるため、レコメンデー
ションは引き続き有効です。

数学的には、各ユーザーアイテムのペア (u,i) のスコアは、次の式に従って計算されます。ここで exp は
指数関数で、wu̅ および wi/j はそれぞれユーザーおよびアイテムの埋め込みです。ギリシャ文字シグマ (Σ) 
は、アイテムデータセット内のすべてのアイテムの合計を表します。
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Note

Amazon Personalize は、ドメインレコメンデーションまたは、類似アイテム、SIMS、または 
Popularity-Count レシピのスコアを表示しません。パーソナライズされたランキングのおすすめ
のスコアについては、を参照してくださいパーソナライズされたランキングスコアリングの仕組
み (p. 238)。

レコメンデーションの取得 (コンソール)

Amazon Personalize コンソールでレコメンデーションを取得するには、レコメンデーションのリクエスト
情報を提供します (ドメインデータセットグループ) またはカスタムキャンペーンの詳細のページでのリク
エスト情報を提供します。

推奨事項を取得するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. 使用しているキャンペーンまたはレコメンデーションを含む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、[キャンペーン] または [レコメンダー] を選択します。
4. ターゲットキャンペーンまたはレコメンダーを選択します。
5. キャンペーンの場合は、「テストキャンペーンの結果」に、使用したレシピに基づいたおすすめリク

エストの詳細を入力します。レコメンダーには、「テストレコメンダー」を選択し、ユースケースに
基づいてレコメンデーションリクエストの詳細を入力します。

ユーザーがログインする前にイベントを記録した場合 (匿名ユーザー)、userId の代わりにそれらの
イベントから sessionId を提供することにより、このユーザー向けのレコメンデーションを取得
できます。匿名ユーザーのイベントの記録の詳細については、「 PutEvents操作を伴うイベントの記
録 (p. 265)」を参照してください。

6. オプションでフィルターを選択します。詳細については、「レコメンデーションとユーザーセグメン
トのフィルタリング (p. 288)」を参照してください。

7. コンテキストメタデータを使用する場合は、コンテキストごとにデータを提供してください。コン
テキストごとに、キーにメタデータフィールドを入力します。Value にはコンテキストデータを入力
します。詳細については、「コンテキストメタデータを使用したレコメンデーションの関連性の向
上 (p. 241)」を参照してください。

8. 一部の商品をプロモーションする場合は、オプションで「プロモーション」フィールドに入力してく
ださい。詳細については、おすすめ商品の宣伝 (p. 232)を参照してください。

9. [Get recommendations] (レコメンデーションの取得) を選択します。ユーザーの上位 25 個の推奨アイ
テムを含むテーブルが表示されます。

レコメンデーションの取得 (AWS CLI)

次のコードを使用して、キャンペーンからのレコメンデーションを取得します。レコメンデーションから
レコメンデーションを入手するには、campaign-arnをに置き換えてくださいrecommender-arn。レコ
メンデーションを取得するユーザーの ID と、キャンペーンまたはレコメンデーションの Amazon リソー
スネーム (ARN) を指定します。ユーザーに推奨される上位 10 個のアイテムのリストが表示されます。
推奨アイテムの数を変更するには、numResults の値を変更します。デフォルトのアイテム数は 25 で
す。アイテムの最大数は 500 です。RELATED_ITEMS レシピを使用して、キャンペーンをサポートする
ソリューションバージョンをトレーニングした場合は、user-id パラメータを item-id に置き換えて、
アイテム ID を指定します。
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ユーザーがログインする前にイベントを記録した場合 (匿名ユーザー)、userId の代わりにそれらのイベ
ントから sessionId を提供することにより、このユーザー向けのレコメンデーションを取得できます。
匿名ユーザーのイベントの記録の詳細については、「 PutEvents操作を伴うイベントの記録 (p. 265)」を
参照してください。

aws personalize-runtime get-recommendations \
--campaign-arn campaign arn \
--user-id User ID \
--num-results 10

レコメンデーションの取得 (AWS SDK)

次のコードは、キャンペーンからユーザー向けの Amazon Personalize のレコメンデーションを取得する
方法を示しています。レコメンデーションからレコメンデーションを入手するには、campaignArnをに置
き換えてくださいrecommenderArn。レコメンデーションを取得するユーザーの ID と、キャンペーンま
たはレコメンデーションの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。ユーザーに推奨される上位 10 
個のアイテムのリストが表示されます。推奨アイテムの数を変更するには、numResults の値を変更しま
す。デフォルトのアイテム数は 25 です。アイテムの最大数は 500 です。RELATED_ITEMS レシピを使用
して、キャンペーンをサポートするソリューションバージョンをトレーニングした場合は、userId パラ
メータを itemId に置き換えて、アイテム ID を指定します。

ユーザーがログインする前にイベントを記録した場合 (匿名ユーザー)、userId の代わりにそれらのイベ
ントから sessionId を提供することにより、このユーザー向けのレコメンデーションを取得できます。
匿名ユーザーのイベントの記録の詳細については、「 PutEvents操作を伴うイベントの記録 (p. 265)」を
参照してください。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')

response = personalizeRt.get_recommendations( 
    campaignArn = 'Campaign ARN', 
    userId = 'User ID', 
    numResults = 10
)

print("Recommended items")
for item in response['itemList']: 
    print (item['itemId'])

SDK for Java 2.x

    public static void getRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient, 
 String campaignArn, String userId){ 

        try { 
            GetRecommendationsRequest recommendationsRequest = 
 GetRecommendationsRequest.builder() 
                .campaignArn(campaignArn) 
                .numResults(20) 
                .userId(userId) 
                .build(); 

            GetRecommendationsResponse recommendationsResponse = 
 personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest); 
            List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList(); 
            for (PredictedItem item: items) { 
                System.out.println("Item Id is : "+item.itemId()); 
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                System.out.println("Item score is : "+item.score()); 
            } 

        } catch (AwsServiceException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetRecommendationsCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize-runtime";

import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});

// Set the recommendation request parameters.
export const getRecommendationsParam = { 
  campaignArn: 'CAMPAIGN_ARN', /* required */ 
  userId: 'USER_ID',      /* required */ 
  numResults: 15    /* optional */
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeRuntimeClient.send(new 
 GetRecommendationsCommand(getRecommendationsParam)); 
    console.log("Success!", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

おすすめ商品の宣伝

すべてのドメインのユースケースと一部のカスタムレシピでは、レコメンデーションを受け取ったときに
プロモーションを指定できます。プロモーションは、推奨項目の設定可能なサブセットに適用される追加
のビジネスルールを定義します。たとえば、ストリーミングアプリを使用していて、自分の番組や映画を
宣伝したいだけでなく、関連するタイトルも推奨したい場合があります。プロモーションを利用して、推
奨商品の一定割合が社内のカテゴリーからのものでなければならないことを指定できます。残りのおすす
めアイテムは引き続き、レシピやリクエストフィルターに基づいた関連性の高いおすすめになります。

プロモーションを適用するには、レコメンデーションリクエストで以下を指定します。

• プロモーションフィルターを適用するおすすめ商品の割合。
• プロモーション基準を指定するフィルター。詳細については、「プロモーションフィルター (p. 233)」

を参照してください。

レコメンデーションレスポンスでは、プロモートされたアイテムは他のレコメンデーションアイテムと比
べてランダムに配置されますが、他のプロモートアイテムと比べてソートされた順序になります。レシ
ピに応じて、プロモーションに含まれていないおすすめ商品は、ユーザーとの関連性、人気度、類似度で
ソートされます。プロモーション基準を満たすアイテムが十分でない場合、結果にはできるだけ多くのプ
ロモーションアイテムが含まれます。
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Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAWS SDK を使用し
てレコメンデーションにプロモーションを適用できます。

トピック
• プロモーションに役立つユースケースとレシピ (p. 233)
• プロモーションフィルター (p. 233)
• アイテムのプロモーション (コンソール) (p. 234)
• プロモーションアイテム (AWS CLI) (p. 234)
• プロモーションアイテム (AWSSDK) (p. 236)

プロモーションに役立つユースケースとレシピ

すべてのユースケースがプロモーションをサポートします。以下のカスタムレシピはプロモーションをサ
ポートしています。

• USER_PERSONALIZATION (p. 105)レシピ
• RELATED_ITEMS (p. 131)レシピ
• 人気のアイテム (p. 125)レシピ

プロモーションフィルター

レコメンデーションリクエストにプロモーションを適用するときは、プロモーション基準を指定するフィ
ルターを選択します。既存のフィルターを使用するか、新しいフィルターを作成できます。プロモー
ション用のフィルターは、Amazon Personalize の他のフィルターと同様に作成して管理します。フィル
ターの作成および管理については、「」」」」」」」」」」」」を参照してください結果のフィルタ処
理 (p. 288)。

プロモーションフィルターとプロモーション外で選択したフィルター (リクエストフィルター) の唯一の
違いは、Amazon Personalize がそれらをどのように適用するかです。プロモーションフィルターはプロ
モーションされたアイテムにのみ適用され、リクエストフィルターは残りの推奨アイテムにのみ適用され
ます。リクエストフィルターとプロモーションフィルターを指定し、両方のフィルターをプロモートアイ
テムに適用する場合は、プロモーションフィルターの式に両方の表現を含める必要があります。2 つの式
を組み合わせる方法は、使用するデータセットによって異なります。フィルター式、そのルール、および
その作成方法の詳細については、「」」」」」」」」」」」」を参照してくださいフィルタ式 (p. 289)。

フィルター式の例

次の式は、「企業」カテゴリのアイテムのみを含みます。この表現は、自分のコンテンツをレコメンデー
ションで宣伝したい場合に使用するとよいでしょう。

INCLUDE ItemID WHERE Items.OWNER IN ("in-house")

次の式は、指定したタイムスタンプより前に作成されたアイテムのみを含みます。この表現を使って、最
近作成した商品を宣伝することもできます。

INCLUDE ItemID WHERE Items.CREATION_TIMESTAMP < $DATE

次の式は、プロモートアイテムにリクエストフィルターを適用する方法を示しています。プロモーショ
ンアイテムとして入手可能な衣料品のみが含まれます。このシナリオでは、Items.AVAILABLE IN 
("True")リクエストフィルターの式にもが使用されるため、すべてのレコメンデーションは入手可能な
アイテムを対象としています。

INCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ("clothing") AND Items.AVAILABLE IN ("True")
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フィルターの例の詳細なリストについては、「」」」」」」」を参照してくださいフィルター式の
例 (p. 291)。

アイテムのプロモーション (コンソール)

Amazon Personalize コンソールでおすすめの特定の商品を宣伝するには、フィルターを作成し
て、おすすめリクエストにプロモーションの詳細を入力します。他のフィールドについては、
「」」」」」」」」」」を参照してくださいレコメンデーションの取得 (コンソール) (p. 230)。

レコメンデーションの商品を宣伝するため

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. 使用しているキャンペーンまたはレコメンダーを含むデータセットグループを選択します。
3. まだ作成していない場合は、プロモーション基準を指定するフィルターを作成します。プロモーショ

ン用のフィルターは、リクエストフィルターを作成するのと同じ方法で作成します。フィルタの作成
と管理については、を参照してください結果のフィルタ処理 (p. 288)。

4. ナビゲーションペインで、[レコメンダー] または [キャンペーン] を選択します。
5. ターゲットキャンペーンまたはレコメンダーを選択します。
6. キャンペーンの場合は、「テストキャンペーンの結果」に、使用したレシピに基づいたおすすめリク

エストの詳細を入力します。レコメンダーについては、「テストレコメンダー」を選択し、レコメン
デーションリクエストの詳細を入力します。

7. オプションでリクエストのフィルターを選択します。このフィルターは、プロモーションされていな
い商品にのみ適用されます。フィルタの作成と管理については、を参照してください結果のフィルタ
処理 (p. 288)。

8. コンテキストメタデータを使用する場合は、コンテキストごとにデータを提供してください。コンテ
キストごとに、キーにメタデータフィールドを入力します。「値」には、コンテキストデータを入
力します。詳細については、「コンテキストメタデータを使用したレコメンデーションの関連性の向
上 (p. 241)」を参照してください。

9. プロモーションでは、以下を指定してください。

• プロモーション対象アイテムの割合:プロモーションを適用する推奨アイテムの割合を入力します。
• フィルター:プロモーション基準を指定するフィルターを選択します。このフィルターは、手順 7 で

指定したリクエストフィルターの代わりにプロモートされたアイテムに適用されます。
• フィルターパラメーター:プロモーションでプレースホルダーパラメータを含むフィルターを使用し

ている場合は、各パラメータに値を入力して、フィルター基準を設定します。1 つのパラメータに
複数の値を使用するには、各値をコンマで区切ります。

10. [Get recommendations] (レコメンデーションの取得) を選択します。ユーザーの上位 25 個の推奨アイ
テムを含むテーブルが表示されます。「プロモーション商品」列には、その商品がプロモーションの
対象となったかどうかが表示されます。プロモートアイテムは、他のおすすめアイテムと比べてラン
ダムに配置されますが、他のプロモートアイテムとの相対的な順序で並べ替えられます。ユースケー
スやレシピに応じて、プロモーションに含まれていないおすすめアイテムは、ユーザーとの関連性、
人気度、類似性によってソートされます。プロモーション基準を満たすアイテムが十分でない場合、
結果にはできるだけ多くのプロモーションアイテムが含まれます。

プロモーションアイテム (AWS CLI)

次のコードは、AWS CLIとカスタムキャンペーンを使用してレコメンダーでレコメンデーションの
アイテムを宣伝する方法を示しています。商品をレコメンダーにプロモートするには、campaign-
arnrecommender-arnパラメータをaに置き換え、レコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN) を指
定します。プロモーションフィールドには、以下を指定します。

• 名前:プロモーションに名前を付けます。レコメンデーションレスポンスでは、名前を使用してプロモー
トアイテムが識別されます。
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• percent-promoted-items: プロモーションを適用するおすすめ商品の割合。この例では、商品の 50% が
昇格アイテムになります。

• filterARN: プロモーション基準を定義するフィルターの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
詳細については、「プロモーションフィルター (p. 233)」を参照してください。

• パラメータの名前と値:フィルター式にパラメータがある場合は、パラメータ名 (大文字と小文字が区別
されます) と値を指定します。たとえば、$GENREフィルター条件式にパラメーターがある場合は、キー
として GENRE を指定し、値として GENRE（コメディ）などのジャンルを指定します。複数の値はコ
ンマで区切ります。を使用する場合、各値についてAWS CLI、//引用符と文字の両方をエスケープする
文字を使用する必要があります。次のコード例は、値をフォーマットする方法を示しています。

このコードは、リクエストフィルターとプロモーションフィルターの両方を使用する方法を示していま
す。プロモーションフィルターはプロモーションされたアイテムにのみ適用され、リクエストフィルター
は残りの推奨アイテムにのみ適用されます。詳細については、「プロモーションフィルター (p. 233)」を
参照してください。

その他のフィールドについては、「」レコメンデーションの取得 (AWS SDK) (p. 231) と「」を参照し
てくださいコンテキストメタデータを使用した、パーソナライズされたランキングの取得 (AWS Python 
SDK) (p. 241)。

aws personalize-runtime get-recommendations \
--campaign-arn CampaignArn \
--user-id 1 \
--num-results 10  \
--filter-arn RequestFilterArn \
--filter-values '{ 
    "RequestFilterParameterName": "\"value\"", 
    "RequestFilterParameterName": "\"value1\",\"value2\",\"value3\"" 
  }' \
--promotions "[{ 
  \"name\": \"promotionName\", 
  \"percentPromotedItems\": 50, 
  \"filterArn\": \"PromotionFilterARN\", 
  \"filterValues\": {\"PromotionParameterName\":\"\\\"value1, value2\\\"\"}
}]"

推奨アイテムのリストが表示されます。プロモートアイテムは、他のおすすめアイテムと比べてランダム
に配置されますが、他のプロモートアイテムとの相対的な順序で並べ替えられます。レシピに応じて、
プロモーションに含まれていないおすすめ商品は、ユーザーとの関連性、人気度、類似度でソートされま
す。プロモーション基準を満たすアイテムが十分でない場合、結果にはできるだけ多くのプロモーション
アイテムが含まれます。

{ 
  "itemList": [ 
      {  
          "itemId1": "123", 
          "score": .0117211, 
          "promotionName": "promotionName" 
      }, 
      {  
         "itemId2": "456", 
         "score": .0077976 
      }, 
      {  
         "itemId3": "789", 
         "score": .0067171 
      }, 
      ..... 
 ]
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プロモーションアイテム (AWSSDK)

次のコードは、SDK for Python (Boto3) および SDK for Java 2.x および SDK for Python (Boto3) を使用し
てレコメンデーションのアイテムをプロモートする方法を示しています。レコメンダーでアイテムをプロ
モートするには、campaignArnパラメータをレコメンダーの Amazon Resource Name (ARN) を指定しま
す。recommenderArnプロモーションフィールドには、以下を指定します。

• 名前:プロモーションの名前を指定します。レコメンデーションレスポンスには、プロモートアイテムを
識別するための名前が含まれます。

• percentPromotedItems: プロモーションを適用するおすすめ商品の割合。
• プロモーションフィルターARN: プロモーション基準を定義するフィルターの Amazon リソースネーム 

(ARN)。詳細については、「プロモーションフィルター (p. 233)」を参照してください。
• 任意のパラメータの名前と値:フィルター式にパラメータがある場合は、フィルター式の各パラメータに

ついて、パラメータ名 (大文字と小文字が区別されます) と値を指定します。たとえば、$GENREフィル
ター条件式にパラメーターがある場合は、"GENRE"キーとして入力し、値として「\" コメディ "\」など
のジャンル (1 つまたは複数) を指定します。複数の値はコンマで区切ります。例えば、"\"comedy\",
\"drama\",\"horror"\"。

次のコードは、リクエストフィルターとプロモーションフィルターの両方を使用する方法を示していま
す。プロモーションフィルターはプロモーションされたアイテムにのみ適用され、リクエストフィルター
は残りの推奨アイテムにのみ適用されます。詳細については、「プロモーションフィルター (p. 233)」を
参照してください。

その他のフィールドについては、「」レコメンデーションの取得 (AWS SDK) (p. 231) と「」を参照し
てくださいコンテキストメタデータを使用した、パーソナライズされたランキングの取得 (AWS Python 
SDK) (p. 241)。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')

response = personalizeRt.get_recommendations( 
  campaignArn = "CampaignARN", 
  userId = '1', 
  numResults = 10, 
  filterArn = 'RequestFilterARN', 
  filterValues = { 
      "RequestFilterParameterName": "\"value1\"", 
      "RequestFilterParameterName": "\"value1\",\"value2\",\"value3\"" 
      .... 
  }, 
  promotions = [{ 
    "name" : "promotionName", 
    "percentPromotedItems" : 50, 
    "filterArn": "promotionFilterARN", 
    "filterValues": { 
      "PromotionParameterName": "\"Value1\",\"Value2\"" 
      ... 
    }  
  }]
)

print("Recommended items")
for item in response['itemList']: 
    print (item['itemId']) 
    if ("promotionName" in item): 
        print(item['promotionName'])
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SDK for Java 2.x

public static void getRecommendationsWithPromotedItems(PersonalizeRuntimeClient 
 personalizeRuntimeClient, 
                                       String campaignArn, 
                                       String userId, 
                                       String requestFilterArn, 
                                       String requestParameterName, 
                                       String requestParameterValue1, 
                                       String requestParameterValue2, 
                                       String promotionName, 
                                       int percentPromotedItems, 
                                       String promotionFilterArn, 
                                       String promotionParameterName, 
                                       String promotionParameterValue1, 
                                       String promotionParameterValue2) { 

  try { 
         
      Map<String, String> promotionFilterValues = new HashMap<>(); 

      promotionFilterValues.put(promotionParameterName, String.format("\"%1$s\",\"%2$s
\"", 
              promotionParameterValue1, promotionParameterValue2)); 
               
      Promotion newPromotion = Promotion.builder() 
              .name(promotionName) 
              .percentPromotedItems(percentPromotedItems) 
              .filterArn(promotionFilterArn) 
              .filterValues(promotionFilterValues) 
              .build(); 
               
      List<Promotion> promotionList = new List<>(); 
       
      promotionsList.add(newPromotion); 
       
      Map<String, String> requestfilterValues = new HashMap<>(); 

      requestfilterValues.put(requestParameterName, String.format("\"%1$s\",\"%2$s\"", 
              requestParameterValue1, requestParameterValue2)); 
               
      GetRecommendationsRequest recommendationsRequest = 
 GetRecommendationsRequest.builder() 
              .campaignArn(campaignArn) 
              .numResults(20) 
              .userId(userId) 
              .filterArn(requestFilterArn) 
              .fitlerValues(requestFilterValues) 
              .promotions(promotionList) 
              .build(); 

      GetRecommendationsResponse recommendationsResponse = 
 personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest); 
      List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList(); 

      for (PredictedItem item: items) { 
          System.out.println("Item Id is : "+item.itemId()); 
          System.out.println("Item score is : "+item.score()); 
          System.out.println("Promotion name is : "+item.promotionName()); 
      } 
  } catch (PersonalizeRuntimeException e) { 
      System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
      System.exit(1); 
  }
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}

推奨アイテムのリストが表示されます。プロモートアイテムは、他のおすすめアイテムと比べてランダム
に配置されますが、他のプロモートアイテムとの相対的な順序で並べ替えられます。レシピに応じて、
プロモーションに含まれていないおすすめ商品は、ユーザーとの関連性、人気度、類似度でソートされま
す。プロモーション基準を満たすアイテムが十分でない場合、結果にはできるだけ多くのプロモーション
アイテムが含まれます。

{ 
  "itemList": [ 
      {  
          "itemId1": "123", 
          "score": .0117211, 
          "promotionName": "promotionName" 
      }, 
      {  
         "itemId2": "456", 
         "score": .0077976 
      }, 
      {  
         "itemId3": "789", 
         "score": .0067171 
      }, 
      ..... 
 ]

パーソナライズされたランキングの取得 (カスタムリソース)
パーソナライズされたランキングは、特定のユーザー向けに再ランク付けされた推奨事項のリストです。
パーソナライズされたランキングを取得するには、GetPersonalizedRanking (p. 555) API 操作を呼び出
すか、コンソールのキャンペーンからレコメンデーションを取得します。

Note

キャンペーンにデプロイするソリューションが PERSONALIZED_RANKING タイプのレシ
ピを使用して作成済みであることが必要です。詳細については、「レシピの説明を表示しま
す。 (p. 102)」を参照してください。

トピック
• パーソナライズされたランキングスコアリングの仕組み (p. 238)
• パーソナライズされたランキングの取得 (コンソール) (p. 239)
• パーソナライズされたランキングの取得 (AWS CLI) (p. 239)
• パーソナライズされたランキングの取得 (AWS SDK) (p. 239)
• コンテキストメタデータを使用した、パーソナライズされたランキングの取得 (AWS Python 

SDK) (p. 241)
• Personalized-Ranking サンプルノートブック (p. 241)

パーソナライズされたランキングスコアリングの仕組み

User-PersonalizationGetRecommendations (p. 229)GetPersonalizedRanking レシピで作成された
ソリューションのオペレーションによって返されるスコアと同様に、スコアの合計は 1 になりますが、検
討対象の項目リストはカタログ全体よりもはるかに小さいため、推奨スコアは高くなる傾向があります。

の数学的には、 GetPersonalizedRanking のスコアリング関数はと同じですがGetRecommendations、入
力項目のみを考慮する点が異なります。これは、スコアを分割する他の選択肢が少なくなるため、1 に近
いスコアの可能性が高くなることを意味します。
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パーソナライズされたランキングの取得 (コンソール)

Amazon Personalize コンソールからユーザー向けにパーソナライズされたランキングを取得するには、使
用しているキャンペーンを選択してからユーザー ID を入力し、ユーザーのためにランク付けするアイテム
のリストを指定します。また、オプションで、フィルターを選択し、任意のコンテキストデータを指定し
ます。

ユーザー向けのパーソナライズされたランキングを取得するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. 使用しているキャンペーンを含む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、[キャンペーン] を選択します。
4. [Campaigns] (キャンペーン) ページで、ターゲットキャンペーンを選択します。
5. [Test campaign results] (キャンペーン結果をテスト) で、レコメンデーションを取得するユーザーの

[User ID] (ユーザー ID) を入力します。
6. [Item IDs] (アイテム ID) で、ユーザーのためにランク付けするアイテムのリストを入力します。
7. オプションでフィルターを選択します。詳細については、「レコメンデーションとユーザーセグメン

トのフィルタリング (p. 288)」を参照してください。
8. キャンペーンでコンテキストメタデータを使用する場合 (要件については「コンテキストメタデータ

を使用したレコメンデーションの関連性の向上 (p. 241)」を参照)、オプションでコンテキストデー
タを入力します。

各コンテキストについて、[Key] (キー) にメタデータフィールドを入力し、[Value] (値) にコンテキス
トデータを入力します。

9. [Get personalized item rankings] (パーソナライズされたアイテムのランキングを取得) を選択します。
ユーザー向けの予測される関心の順にランク付けされたアイテムを含むテーブルが表示されます。

パーソナライズされたランキングの取得 (AWS CLI)

次の get-personalized-ranking コマンドを使用して、AWS CLI でパーソナライズされたランキン
グを取得します。キャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)、ユーザーのユーザー ID を指定し、
ユーザー向けにランク付けするアイテムのアイテム ID のリストを提供します (それぞれスペースで区切
ります)。ランク付けするアイテムは、ソリューションバージョンのトレーニングに使用したデータに含
まれている必要があります。ランク付けされたレコメンデーションのリストが表示されます。Amazon 
Personalize は、ユーザーにとって最も関心のあるリストの最初のアイテムを考慮します。

aws personalize-runtime get-personalized-ranking \
--campaign-arn Campaign ARN \
--user-id 12 \
--input-list 3 4 10 8 12 7

パーソナライズされたランキングの取得 (AWS SDK)

次のコードは、ユーザー向けのパーソナライズされたランキングを取得する方法を示しています。ユー
ザーの ID と、ユーザーのためにランク付けするアイテム ID のリストを指定します。アイテム ID は、ソ
リューションバージョンのトレーニングに使用したデータに含まれている必要があります。ランク付けさ
れたレコメンデーションのリストが返されます。Amazon Personalize は、ユーザーにとって最も関心のあ
るリストの最初のアイテムを考慮します。
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SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')

response = personalizeRt.get_personalized_ranking( 
    campaignArn = "Campaign arn", 
    userId = "UserID", 
    inputList = ['ItemID1','ItemID2']
)

print("Personalized Ranking")
for item in response['personalizedRanking']: 
    print (item['itemId'])

SDK for Java 2.x

public static List<PredictedItem> getRankedRecs(PersonalizeRuntimeClient 
 personalizeRuntimeClient, 
                                                String campaignArn, 
                                                String userId, 
                                                ArrayList<String> items) { 

    try { 
        GetPersonalizedRankingRequest rankingRecommendationsRequest = 
 GetPersonalizedRankingRequest.builder() 
                .campaignArn(campaignArn) 
                .userId(userId) 
                .inputList(items) 
                .build(); 
   
        GetPersonalizedRankingResponse recommendationsResponse = 
                
 personalizeRuntimeClient.getPersonalizedRanking(rankingRecommendationsRequest); 
        List<PredictedItem> rankedItems = 
 recommendationsResponse.personalizedRanking(); 
        int rank = 1; 
        for (PredictedItem item : rankedItems) { 
            System.out.println("Item ranked at position " + rank + " details"); 
            System.out.println("Item Id is : " + item.itemId()); 
            System.out.println("Item score is : " + item.score()); 
            System.out.println("---------------------------------------------"); 
            rank++; 
        } 
        return rankedItems; 
    } catch (PersonalizeRuntimeException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
    return null;
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetPersonalizedRankingCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});

// Set the ranking request parameters.
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export const getPersonalizedRankingParam = { 
  campaignArn: "CAMPAIGN_ARN", /* required */ 
  userId: 'USER_ID',      /* required */ 
  inputList: ["ITEM_ID_1", "ITEM_ID_2", "ITEM_ID_3", "ITEM_ID_4"]
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeRuntimeClient.send(new 
 GetPersonalizedRankingCommand(getPersonalizedRankingParam)); 
    console.log("Success!", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

コンテキストメタデータを使用した、パーソナライズされたランキングの取得 
(AWS Python SDK)

コンテキストメタデータに基づいてパーソナライズされたランキングを取得するには、次のコードを使
用します。context については、キーバリューペアごとに、メタデータフィールドをキーとして指定
し、コンテキストデータを値として指定します。次のサンプルコードでは、キーは DEVICE で、値は
mobile phone です。これらの値と Campaign ARN および User ID を、独自の値に置き換えます。ま
た、inputList を、ソリューションのトレーニングに使用したデータにあるアイテム ID のリストに変更
します。Amazon Personalize は、ユーザーにとって最も関心のあるリストの最初のアイテムを考慮しま
す。

import boto3

personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')

response = personalizeRt.get_personalized_ranking( 
    campaignArn = "Campaign ARN", 
    userId = "User ID", 
    inputList = ['ItemID1', 'ItemID2'], 
    context = { 
      'DEVICE': 'mobile phone' 
    }
)

print("Personalized Ranking")
for item in response['personalizedRanking']: 
  print(item['itemId'])

Personalized-Ranking サンプルノートブック

Personalized-Ranking レシピの使用方法を示すサンプル Jupyter ノートブックについては、「Personalize 
Ranking の例」を参照してください。

コンテキストメタデータを使用したレコメンデーションの関連性
の向上
レコメンデーションの関連性を高めるには、レコメンデーションを取得したり、パーソナライズされたラ
ンキングを取得したりするときに、デバイスの種類や時刻など、ユーザーのコンテキストメタデータを含
めます。
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コンテキストメタデータを使用するには、Interactions データセットのスキーマにコンテキストデータ
用のメタデータフィールドが必要です。たとえば、デバイスフィールド (を参照データセットとスキー
マ (p. 77))。

ドメインデータセットグループの場合、以下の推奨ユースケースでコンテキストメタデータを使用できま
す。

• おすすめ (p. 102)(ECOMMERCE ドメイン)
• 上位のおすすめ (p. 99)(VIDEO_DEMAND ドメイン)

カスタムリソースについては、コンテキストメタデータを使用するレシピには次のものが含まれます。

• User-Personalization (p. 105)
• Personalized-Ranking (p. 128)

コンテキスト情報の詳細については、AWS Machine Learning ブログの投稿である「コンテキスト情報を
活用して、Amazon Personalize のレコメンデーションの関連性を高める」を参照してください。

Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAWS SDK を使用し
て、コンテキストメタデータを含むレコメンデーションを取得できます。

コンテキストメタデータを使用したレコメンデーションの取得 (AWS Python 
SDK)
レコメンデーションの関連性を高めるには、レコメンデーションを取得したり、パーソナライズされたラ
ンキングを取得したりするときに、デバイスの種類や時刻など、ユーザーのコンテキストメタデータを含
めます。

次のコードを使用して、コンテキストメタデータに基づいてレコメンデーションを取得します。context
については、キーバリューペアごとに、メタデータフィールドをキーとして指定し、コンテキストデータ
を値として指定します。次のサンプルコードでは、キーは DEVICE で、値は mobile phone です。これ
らの値と Campaign ARN および User ID を、独自の値に置き換えます。レコメンダーを作成した場合
は、campaignArnに置き換えてくださいrecommenderArn。ユーザーへの推奨アイテムのリストが表示
されます。

import boto3

personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')

response = personalizeRt.get_recommendations( 
    campaignArn = 'Campaign ARN', 
    userId = 'User ID', 
    context = { 
      'DEVICE': 'mobile phone' 
    }
)

print("Recommended items")
for item in response['itemList']: 
    print (item['itemId'])

バッチレコメンデーションとユーザーセグメントの取
得 (カスタムリソース)
カスタムリソースを使用すると、バッチレコメンデーションを取得したり、ユーザーセグメントを
取得したりして、バッチレコメンデーションを取得できます。たとえば、メーリングリスト上のす
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べてのユーザー向けの製品レコメンデーションを取得する場合があります。item-to-item (p. 132)また
は、USER_SEGMENTATION レシピを使用して、インベントリ内のアイテムとユーザーのインタラクショ
ンに基づいて、ユーザーセグメントを取得し、データ駆動型の広告用にユーザーセグメントを取得するこ
ともできます。バッチレコメンデーションやユーザーセグメントを取得するには、カスタムソリューショ
ンとソリューションバージョンを作成する必要があります。ただし、Amazon Personalize のキャンペーン
を作成する必要はありません。

• バッチレコメンデーションを取得するには、バッチ入力ジョブを使用します。バッチ入力データをイン
ポートし、カスタムソリューションバージョンを使用してアイテムのレコメンデーションを生成してか
ら、そのレコメンデーションを生成してから、そのレコメンデーションを生成してから、そのレコメン
デーションを Amazon S3 バケットにエクスポートするツールです。

レシピに応じて、ユーザーもしくはアイテムのリスト、またはそれぞれがアイテムのコレクションを持
つユーザーのリストにすることができます。入力データは JSON 形式である必要があります。ユーザー
向けにバッチアイテムのレコメンデーションを取得したり、インベントリ全体で類似アイテムを検索し
たりする場合は、バッチ推論ジョブを使用します。Trending-Now レシピではバッチレコメンデーション
は表示されません。

• ユーザーセグメントを取得するには、バッチセグメントジョブを使用します。バッチセグメントジョ
ブは、Amazon S3 バケットからバッチ入力データをインポートし、USER_SEGMENTATION レシピで
トレーニングされたソリューションバージョンを使用して、入力データの各行のユーザーセグメントを
生成するツールです。次に、セグメントを Amazon S3 バケットにエクスポートします。各ユーザーセ
グメントは、各ユーザーがインベントリ内のアイテムを操作する蓋然性に基づいて、降順にソートされ
ます。

ユーザーセグメントを生成する際、Amazon Personalize は個別にインポートしたすべてのデータ（新し
いソリューションバージョンを作成した後にストリーミングされたインタラクションを含む）を考慮し
ますが、インポートモードが FULL でインポートされた（既存のデータを置き換える）一括データのみ
が考慮されます。

レシピに応じて、入力データはアイテムまたはアイテムメタデータ属性のリスト (JSON 形式) です。ア
イテム属性については、入力データに、複数のメタデータ属性に基づいてユーザーセグメントを作成す
るための式を含めることができます。USER_SEGMENTATION (p. 137) レシピを使用して、インベント
リ内の各アイテムを操作する可能性が最も高いユーザーのセグメントを取得したい場合に使用します。

どちらのバッチワークフローでも、出力データに別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バケット) を
使用することをお勧めします。その後、同じ入力データの場所を使用して、複数のバッチ推論ジョブを実
行できます。 PutEvents API 操作でリアルタイムに記録したデータを使用するには、ソリューションバー
ジョンを再トレーニングしてから、ソリューションバージョンを再トレーニングする必要があります。プ
レースホルダーパラメーターを含むフィルターを使用する場合は、filterValuesオブジェクトの入力
データにパラメーターの値を含める必要があります。詳細については、「入力 JSON にフィルター値を指
定する (p. 304)」を参照してください。

バッチワークフローは次のとおりです。

1. 入力データを JSON 形式で準備して Amazon S3 バケットにアップロードします。入力データの形
式は、使用するレシピと作成するジョブによって異なります。バッチ入力データの準備とインポー
ト (p. 244) を参照してください。

2. フォルダまたは別の Amazon S3 バケットのいずれかで、出力データ用に個別の場所を作成します。
3. バッチ推論ジョブまたはバッチセグメントジョブを作成します。「バッチ推論ジョブの作成 (コンソー

ル) (p. 248)」、「バッチ推論ジョブの作成 (AWS CLI) (p. 249)」、または「バッチ推論ジョブの作
成 (AWS SDK) (p. 249)」を参照してください。

4. バッチ推論ジョブまたはバッチセグメントジョブが完了したら、Amazon S3 の出力場所からレコメン
デーションまたはユーザーセグメントを取得します。

トピック
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• バッチワークフローの許可の要件 (p. 244)
• バッチワークフローのスコアリング (p. 244)
• バッチ入力データの準備とインポート (p. 244)
• バッチ推論ジョブの作成 (p. 248)
• バッチセグメントジョブの作成 (p. 253)

バッチワークフローの許可の要件
バッチワークフローについては、Amazon Personalize の IAM サービスロールには、Amazon S3 バケッ
トにアクセスしてファイルを追加するための許可が必要です。許可の付与については、「バッチワークフ
ロー用のサービスにリンクされたロールのポリシー (p. 24)」を参照してください。バケットの許可の詳細
については、Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイドの「ユーザーポリシーの例」を参照し
てください。

暗号化にAWS Key Management Service (AWS KMS) を使用する場合、キーを使用するための許可を 
Amazon Personalize に付与する必要があります。詳細については、「AWS KMSキーAmazon Personalize 
ユーザーにアタッチする (p. 27)」を参照してください。

バッチワークフローのスコアリング
Amazon Personalize は、ユーザーパーソナライズレシピとパーソナライズランキングレシピを使用し
て、ユーザーパーソナライゼーションレコメンデーションスコアの仕組み (カスタムリソース) (p. 229)お
よびで説明されているようにバッチ推論ジョブの推奨スコアを計算しますパーソナライズされたランキン
グスコアリングの仕組み (p. 238)。バッチ推論ジョブの出力 JSON ファイルでスコアを表示できます。
スコアは、ユーザーパーソナライゼーションとパーソナライズされたランキングレシピでトレーニングさ
れたモデルによってのみ返されます。

バッチ入力データの準備とインポート
バッチ推論ジョブおよびバッチセグメントジョブは、ソリューションバージョンを使用して、入力 JSON 
ファイルで提供するデータに基づいてレコメンデーションまたはユーザーセグメントを作成します。バッ
チレコメンデーションまたはユーザーセグメントを取得する前に、JSON ファイルを準備して Amazon S3 
バケットにアップロードする必要があります。Amazon S3 バケットに出力フォルダを作成するか、個別の
出力 Amazon S3 バケットを使用することをお勧めします。その後、同じ入力データの場所を使用して、
複数のバッチ推論ジョブを実行できます。

などのプレースホルダーパラメータを持つフィルターを使用する場合は$GENRE、入力
JSONfilterValues 内のオブジェクトの値を指定する必要があります。詳細については、入力 JSON に
フィルター値を指定する (p. 304)を参照してください。

データを準備してインポートするには

1. 使用しているバッチワークフローのタイプとソリューションで使用しているレシピに応じて、バッチ
入力データをフォーマットします。どちらのワークフローでも、入力データ要素を新しい行で区切り
ます。

• バッチレコメンデーションについては、入力データは、userId のリスト 
(USER_PERSONALIZATION レシピ)、itemId のリスト (RELATED_ITEMS)、またはそれぞれが 
itemId のコレクションとペアになっている userId のリスト (PERSONALIZED_RANKING レシピ) 
を含む JSON ファイルです。Trending-Now レシピではバッチレコメンデーションは表示されませ
ん。

入力データの例については、「バッチ推論ジョブの入力および出力 JSON の例 (p. 245)」を参照
してください。

• バッチセグメントジョブについては、入力データは itemId のリスト (Item-Affinity) またはアイテム
属性 (Item-Attribute-Affinity) のいずれかです。アイテム属性については、入力データには、クエリご
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とに複数のアイテムまたは属性用にユーザーを取得するための AND 演算子を持つ論理式を含めるこ
とができます。入力データの例については、「バッチセグメントジョブの入力および出力 JSON の
例 (p. 247)」を参照してください。

2. 入力 JSON を Amazon S3 バケットの入力フォルダーにアップロードします。詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「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」を参照してください。

3. フォルダまたは別の Amazon S3 バケットのいずれかで、出力データ用に個別の場所を作成します。
出力 JSON 用に個別の場所を作成することにより、同じ入力データの場所を使用して複数のバッチ推
論ジョブまたはバッチセグメントジョブを実行できます。

4. バッチ推論ジョブまたはバッチセグメントジョブを作成すると、Amazon Personalize は、ソリュー
ションバージョンから出力データの場所にレコメンデーションまたはユーザーセグメントを出力しま
す。

入力および出力 JSON の例
入力データのフォーマット方法は、作成するバッチジョブのタイプと使用するレシピによって異なりま
す。次のセクションでは、バッチ推論ジョブとバッチセグメントジョブ用に正しくフォーマットされた 
JSON 入力および出力の例を示します。Trending-Now レシピではバッチレコメンデーションは表示されま
せん。

などのプレースホルダーパラメータを持つフィルターを使用する場合は$GENRE、入力
JSONfilterValues 内のオブジェクトの値を指定する必要があります。詳細については、入力 JSON に
フィルター値を指定する (p. 304)を参照してください。

トピック
• バッチ推論ジョブの入力および出力 JSON の例 (p. 245)
• バッチセグメントジョブの入力および出力 JSON の例 (p. 247)

バッチ推論ジョブの入力および出力 JSON の例

レシピごとに整理されたバッチ推論ジョブ用に正しくフォーマットされた JSON 入力および出力を次に示
します。

User-Personalization レガシー HRNN レシピ

Input

次のように、各 userId を改行で区切ります。

{"userId": "4638"}
{"userId": "663"}
{"userId": "3384"}
...

Output

{"input":{"userId":"4638"},"output":{"recommendedItems":
["63992","115149","110102","148626","148888","31685","102445","69526","92535","143355","62374","7451","56171","122882","66097","91542","142488","139385","40583","71530","39292","111360","34048","47099","135137"],"scores":
[0.0152238,0.0069081,0.0068222,0.006394,0.0059746,0.0055851,0.0049357,0.0044644,0.0042968,0.004015,0.0038805,0.0037476,0.0036563,0.0036178,0.00341,0.0033467,0.0033258,0.0032454,0.0032076,0.0031996,0.0029558,0.0029021,0.0029007,0.0028837,0.0028316]},"error":null}
{"input":{"userId":"663"},"output":{"recommendedItems":
["368","377","25","780","1610","648","1270","6","165","1196","1097","300","1183","608","104","474","736","293","141","2987","1265","2716","223","733","2028"],"scores":
[0.0406197,0.0372557,0.0254077,0.0151975,0.014991,0.0127175,0.0124547,0.0116712,0.0091098,0.0085492,0.0079035,0.0078995,0.0075598,0.0074876,0.0072006,0.0071775,0.0068923,0.0066552,0.0066232,0.0062504,0.0062386,0.0061121,0.0060942,0.0060781,0.0059263]},"error":null}
{"input":{"userId":"3384"},"output":{"recommendedItems":
["597","21","223","2144","208","2424","594","595","920","104","520","367","2081","39","1035","2054","160","1370","48","1092","158","2671","500","474","1907"],"scores":
[0.0241061,0.0119394,0.0118012,0.010662,0.0086972,0.0079428,0.0073218,0.0071438,0.0069602,0.0056961,0.0055999,0.005577,0.0054387,0.0051787,0.0051412,0.0050493,0.0047126,0.0045393,0.0042159,0.0042098,0.004205,0.0042029,0.0040778,0.0038897,0.0038809]},"error":null}
...
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人気商品 (人気度数のみ)

Input

次のように、各 userId を改行で区切ります。

{"userId": "12"}
{"userId": "105"}
{"userId": "41"}
...

Output

{"input": {"userId": "12"}, "output": {"recommendedItems": ["105", "106", "441"]}}
{"input": {"userId": "105"}, "output": {"recommendedItems": ["105", "106", "441"]}}
{"input": {"userId": "41"}, "output": {"recommendedItems": ["105", "106", "441"]}}
...

PERSONALIZED_RANKING レシピ

Input

次のように、各 userId とランク付けする itemIds のリストを改行で区切ります。

{"userId": "891", "itemList": ["27", "886", "101"]}
{"userId": "445", "itemList": ["527", "55", "901"]}
{"userId": "71", "itemList": ["27", "351", "101"]}
...

Output

{"input":{"userId":"891","itemList":["27","886","101"]},"output":{"recommendedItems":
["27","101","886"],"scores":[0.48421,0.28133,0.23446]}}
{"input":{"userId":"445","itemList":["527","55","901"]},"output":{"recommendedItems":
["901","527","55"],"scores":[0.46972,0.31011,0.22017]}}
{"input":{"userId":"71","itemList":["29","351","199"]},"output":{"recommendedItems":
["351","29","199"],"scores":[0.68937,0.24829,0.06232]}}
...

RELATED_ITEMS レシピ

Input

次のように、各 itemId を改行で区切ります。

{"itemId": "105"}
{"itemId": "106"}
{"itemId": "441"}
...

Output

{"input": {"itemId": "105"}, "output": {"recommendedItems": ["106", "107", "49"]}}
{"input": {"itemId": "106"}, "output": {"recommendedItems": ["105", "107", "49"]}}
{"input": {"itemId": "441"}, "output": {"recommendedItems": ["2", "442", "435"]}}
...
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バッチセグメントジョブの入力および出力 JSON の例

バッチセグメントジョブを作成する場合、入力データは itemId のリスト (Item-Affinity レシピ) またはアイ
テム属性 (Item-Attribute-Affinity) のいずれかです。入力データの各行は、個別の推論クエリです。各ユー
ザーセグメントは、各ユーザーがインベントリ内のアイテムを操作する蓋然性に基づいて、降順にソート
されます。

アイテム属性については、メタデータのさまざまな列を混在させることができます。例えば、1 つの
行が数値列で、次の行がカテゴリ列である場合があります。また、入力アイテムのメタデータには、
複数の属性のユーザーセグメントを取得するために、AND 演算子を持つ論理式を含めることができ
ます。例えば、入力データの行は {"itemAttributes": "ITEMS.genres = "\Comedy\" AND 
ITEMS.genres = "\Action\""} または {"itemAttributes": "ITEMS.genres = "\Comedy\" 
AND ITEMS.audience = "\teen\""} です。2 つの属性を AND 演算子と組み合わせると、ユーザーの
インタラクション履歴に基づいて、両方の属性を持つアイテムとインタラクションする可能性が高いユー
ザーを含むユーザーセグメントを作成します。フィルター式 (文字列の等式に IN 演算子を使用) とは異な
り、バッチセグメント入力式は、文字列の照合のために等式の = 記号のみをサポートします。

レシピごとに整理されたバッチセグメントジョブ用に正しくフォーマットされた JSON 入力および出力を
次に示します。

Item-Affinity

Input

入力データには最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大
最大 次のように、各 itemId を改行で区切ります。

{"itemId": "105"}
{"itemId": "106"}
{"itemId": "441"}
...

Output

{"input": {"itemId": "105"}, "output": {"recommendedUsers": ["106", "107", "49"]}}
{"input": {"itemId": "106"}, "output": {"recommendedUsers": ["105", "107", "49"]}}
{"input": {"itemId": "441"}, "output": {"recommendedUsers": ["2", "442", "435"]}}
...

Item-Attribute-Affinity

Input

入力データには最大 10 個のクエリを指定できます。各クエリは 1 つ以上のアイテム属性です。次の
ようにようにようにように、各属性または条件式を区切ります。

{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Comedy\" AND ITEMS.genres = \"Action\""}
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Comedy\""}
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Horror\" AND ITEMS.genres = \"Action\""}
...

Output

{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Comedy\" AND ITEMS.genres = \"Action\"", "output": 
 {"recommendedUsers": ["25", "78", "108"]}}
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{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Adventure\"", "output": {"recommendedUsers": 
 ["87", "31", "129"]}}
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Horror\" AND ITEMS.genres = \"Action\"", "output": 
 {"recommendedUsers": ["8", "442", "435"]}}
...

バッチ推論ジョブの作成
バッチ推論ジョブを作成して、Amazon S3 からの入力データに基づいてユーザー向けのバッチアイテムの
レコメンデーションを取得します。入力データは、JSON 形式のユーザーもしくはアイテム (またはその
両方) のリストにすることができます。Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI)、または AWS SDK を使用してバッチ推論ジョブを作成できます。

許可の要件、レコメンデーションスコアリング、入力データの準備とインポートなど、Amazon 
Personalize のバッチワークフローの詳細については、「バッチレコメンデーションとユーザーセグメント
の取得 (カスタムリソース) (p. 242)」を参照してください。

トピック
• バッチ推論ジョブの作成 (コンソール) (p. 248)
• バッチ推論ジョブの作成 (AWS CLI) (p. 249)
• バッチ推論ジョブの作成 (AWS SDK) (p. 249)

バッチ推論ジョブの作成 (コンソール)

バッチ入力データの準備とインポート (p. 244) を完了すると、バッチ推論ジョブを作成する準備が整い
ます。この手順は、ソリューションとソリューションバージョン (トレーニング済みモデル) を既に作成し
ていることを前提としています。

バッチ推論ジョブを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、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 [Batch inference jobs (バッチ推論ジョブ)] を選択してから、[Create batch 

inference job (バッチ推論ジョブの作成)] を選択します。
4. [Batch inference job details (バッチ推論ジョブ詳細)] の [Batch inference job name (バッチ推論ジョブ

名)] で、バッチ推論ジョブの名前を指定します。
5. [IAM service role] (IAM サービスロール) で、設定時に Amazon Personalize 用に作成した IAM サービ

スロールを選択します。このロールには、入力および出力の Amazon S3 バケットへの読み取りおよ
び書き込みアクセスがそれぞれ必要です。

6. [Solution] (ソリューション) で、ソリューションを選択してから、レコメンデーションの生成に使用す
る [Solution version ID] (ソリューションバージョン ID) を選択します。

7. [Number of results] (結果の数) で、オプションで、入力データの各行についてのレコメンデーション
数を指定します。デフォルトは 25 です。

8. [Input data configuration] (入力データの設定) で、入力ファイルへの Amazon S3 パスを指定します。

次の構文を使用します: s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON 
file name>

入力データは、ソリューションで使用するレシピに適した形式である必要があります。入力データの
例については、「入力および出力 JSON の例 (p. 245)」を参照してください。

9. [Output data configuration] (出力データの設定) で、出力場所へのパスを指定します。出力データには
別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バケット) を使用することをお勧めします。
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次の構文を使用します: s3://<name of your S3 bucket>/<output folder name>/
10. [Filter configuration] (フィルター設定) で、オプションでフィルターを選択して、バッチレコメンデー

ションにフィルターを適用します。フィルターでプレースホルダーパラメーターを使用する場合は、
パラメーターの値が入力 JSON に含まれていることを確認してください。詳細については、を参照し
てください入力 JSON にフィルター値を指定する (p. 304)。

11. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon Personalize リソースのタグ付けの詳
細については、「」を参照してくださいAmazon Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。

12. [Create batch inference job (バッチ推論ジョブの作成)] を選択します。バッチ推論ジョブの作成が開始
され、[Batch inference jobs (バッチ推論ジョブ)] ページが開いて、[Batch inference job detail (バッチ
推論ジョブ詳細)] セクションが表示されます。

13. バッチ推論ジョブのステータスが [Active] (アクティブ) に変わると、指定した出力 Amazon S3 バケッ
トからジョブの出力を取得できます。出力ファイルの名前は input-name.out という形式になりま
す。

バッチ推論ジョブの作成 (AWS CLI)

バッチ入力データの準備とインポート (p. 244) を完了すると、次の create-batch-inference-
job コードを使用してバッチ推論ジョブを作成する準備が整います。ジョブ名を指定し、Solution 
version ARN をソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。ま
た、IAM service role ARN を、設定中に Amazon Personalize 用に作成した IAM サービスロールの 
ARN に置き換えます。このロールには、入力および出力の Amazon S3 バケットへの読み取りおよび書き
込みアクセスがそれぞれ必要です。オプションで、レコメンデーションをフィルタリングするためのフィ
ルター ARN を指定します。フィルターでプレースホルダーパラメーターを使用する場合は、パラメー
ターの値が入力 JSON に含まれていることを確認してください。詳細については、「」を参照してくださ
いバッチレコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (カスタムリソース) (p. 303)。

S3 input path と S3 output path を、入力ファイルへの Amazon S3 パスと出力場所に置き換え
ます。出力データには別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バケット) を使用することをお勧めし
ます。入力および出力の場所には、s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input 
JSON file name> および s3://<name of your S3 bucket>/<output folder name>/ の構文を
使用します。

この例には、オプションの User-Personalization レシピ固有の itemExplorationConfig ハイパーパラ
メータ (explorationWeight および explorationItemAgeCutOff) が含まれています。オプション
で、explorationWeight および explorationItemAgeCutOff の値を含めて、探索を設定します。詳
細については、「User-Personalization レシピ (p. 105)」を参照してください。

aws personalize create-batch-inference-job \ 
                --job-name Batch job name \ 
                --solution-version-arn Solution version ARN \ 
                --filter-arn Filter ARN \ 
                --job-input s3DataSource={path=s3://S3 input path} \ 
                --job-output s3DataDestination={path=s3://S3 output path} \ 
                --role-arn IAM service role ARN \ 
                --batch-inference-job-config "{\"itemExplorationConfig\":
{\"explorationWeight\":\"0.3\",\"explorationItemAgeCutOff\":\"30\"}}"
{ 
   "batchInferenceJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:batch-inference-job/
batchInferenceJobName"
}

バッチ推論ジョブの作成 (AWS SDK)

バッチ入力データの準備とインポート (p. 244) を完了すると、CreateBatchInferenceJob (p. 375) 操作
を使用してバッチ推論ジョブを作成する準備が整います。
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次のコードは、バッチ推論ジョブを作成する方法を示しています。設定中に Amazon Personalize 用に作
成した IAM サービスロールの ARN を、設定中に Amazon Personalize 用に作成した IAM サービスロール
の ARN を、設定中に Amazon Personalize 用に作成した IAM サービスロールの ARN を指定します。この
ロールには、入力および出力出力の Amazon S3 バケットへの読み取りおよび書き込みアクセスが必要で
す。

出力データには別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バケット) を使用することをお勧めします。
入力および出力の場所には、s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON 
file name> および s3://<name of your S3 bucket>/<output folder name>/ の構文を使用し
ます。

numResultsで、入力データの各行で、入力データの各行で、入力データの各行について、入力データの
各行について、入力データの各行について、入力データの各行について、入力データの各行について オプ
ションで、レコメンデーションをフィルタリングするためのフィルター ARN を指定します。フィルター
でプレースホルダーパラメーターを使用する場合は、パラメーターの値が入力 JSON に含まれていること
を確認してください。詳細については、を参照してくださいバッチレコメンデーションとユーザーセグメ
ントのフィルタリング (カスタムリソース) (p. 303)。

SDK for Python (Boto3)

この例には、オプションの User-Personalization レシピ固有の itemExplorationConfig ハイパー
パラメータ (explorationWeight および explorationItemAgeCutOff) が含まれています。オプ
ションで、explorationWeight および explorationItemAgeCutOff の値を含めて、探索を設定
します。詳細については、「User-Personalization レシピ (p. 105)」を参照してください。

import boto3

personalize_rec = boto3.client(service_name='personalize')

personalize_rec.create_batch_inference_job ( 
    solutionVersionArn = "Solution version ARN", 
    jobName = "Batch job name", 
    roleArn = "IAM service role ARN", 
    filterArn = "Filter ARN", 
    batchInferenceJobConfig = { 
        # optional USER_PERSONALIZATION recipe hyperparameters 
        "itemExplorationConfig": {       
            "explorationWeight": "0.3", 
            "explorationItemAgeCutOff": "30" 
        } 
    }, 
    jobInput =  
       {"s3DataSource": {"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input 
 JSON file name>"}}, 
    jobOutput =  
       {"s3DataDestination": {"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<output folder 
 name>/"}}
)

SDK for Java 2.x

この例には、オプションの User-Personalization レシピ固有の itemExplorationConfig フィール
ド (explorationWeight および explorationItemAgeCutOff) が含まれています。オプション
で、explorationWeight および explorationItemAgeCutOff の値を含めて、探索を設定しま
す。詳細については、「User-Personalization レシピ (p. 105)」を参照してください。

public static String createPersonalizeBatchInferenceJob(PersonalizeClient 
 personalizeClient, 
                                                        String solutionVersionArn, 
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                                                        String jobName, 
                                                        String filterArn, 
                                                        String s3InputDataSourcePath, 
                                                        String s3DataDestinationPath, 
                                                        String roleArn, 
                                                        String explorationWeight, 
                                                        String 
 explorationItemAgeCutOff) { 

  long waitInMilliseconds = 60 * 1000; 
  String status; 
  String batchInferenceJobArn; 

  try { 
      // Set up data input and output parameters. 
      S3DataConfig inputSource = S3DataConfig.builder() 
              .path(s3InputDataSourcePath) 
              .build(); 
      S3DataConfig outputDestination = S3DataConfig.builder() 
              .path(s3DataDestinationPath) 
              .build(); 

      BatchInferenceJobInput jobInput = BatchInferenceJobInput.builder() 
              .s3DataSource(inputSource) 
              .build(); 
      BatchInferenceJobOutput jobOutputLocation = BatchInferenceJobOutput.builder() 
              .s3DataDestination(outputDestination) 
              .build(); 

      // Optional code to build the User-Personalization specific item exploration 
 config. 
      HashMap<String, String> explorationConfig = new HashMap<>(); 

      explorationConfig.put("explorationWeight", explorationWeight); 
      explorationConfig.put("explorationItemAgeCutOff", explorationItemAgeCutOff); 

      BatchInferenceJobConfig jobConfig = BatchInferenceJobConfig.builder() 
              .itemExplorationConfig(explorationConfig) 
              .build(); 
      // End optional User-Personalization recipe specific code. 

      CreateBatchInferenceJobRequest createBatchInferenceJobRequest = 
 CreateBatchInferenceJobRequest.builder() 
              .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
              .jobInput(jobInput) 
              .jobOutput(jobOutputLocation) 
              .jobName(jobName) 
              .filterArn(filterArn) 
              .roleArn(roleArn) 
              .batchInferenceJobConfig(jobConfig)   // Optional 
              .build(); 

      batchInferenceJobArn = 
 personalizeClient.createBatchInferenceJob(createBatchInferenceJobRequest) 
              .batchInferenceJobArn(); 
      DescribeBatchInferenceJobRequest describeBatchInferenceJobRequest = 
 DescribeBatchInferenceJobRequest.builder() 
              .batchInferenceJobArn(batchInferenceJobArn) 
              .build(); 

      long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

      // wait until the batch inference job is complete. 
      while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

          BatchInferenceJob batchInferenceJob = personalizeClient 
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                  .describeBatchInferenceJob(describeBatchInferenceJobRequest) 
                  .batchInferenceJob(); 

          status = batchInferenceJob.status(); 
          System.out.println("Batch inference job status: " + status); 

          if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
              break; 
          } 
          try { 
              Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
          } catch (InterruptedException e) { 
              System.out.println(e.getMessage()); 
          } 
      } 
      return batchInferenceJobArn; 

  } catch (PersonalizeException e) { 
      System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
  } 
  return "";
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateBatchInferenceJobCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";

// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

// Set the batch inference job's parameters.

export const createBatchInferenceJobParam = { 
  jobName: 'JOB_NAME', 
  jobInput: {         /* required */ 
    s3DataSource: {   /* required */ 
      path: 'INPUT_PATH', /* required */ 
      // kmsKeyArn: 'INPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */' 
    } 
  }, 
  jobOutput: {         /* required */ 
    s3DataDestination: {   /* required */ 
      path: 'OUTPUT_PATH', /* required */ 
      // kmsKeyArn: 'OUTPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */' 
    } 
  }, 
  roleArn: 'ROLE_ARN', /* required */ 
  solutionVersionArn: 'SOLUTION_VERSION_ARN', /* required */ 
  numResults: 20 /* optional integer*/
};

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateBatchInferenceJobCommand(createBatchInferenceJobParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();
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バッチジョブの処理が完了するまでに時間がかかる場合がありま
す。DescribeBatchInferenceJob (p. 448) を呼び出し、入力パラメータとして
batchRecommendationsJobArn を渡すことで、ジョブのステータスを確認できま
す。ListBatchInferenceJobs (p. 485) を呼び出すことで、AWS 環境内のすべての Amazon Personalize 
バッチ推論ジョブを一覧表示することもできます。

バッチセグメントジョブの作成
USER_SEGMENTATION レシピを使用した場合は、バッチセグメントジョブを作成して、ソリューショ
ンバージョンでユーザーセグメントを取得できます。各ユーザーセグメントは、各ユーザーがインベント
リ内のアイテムを操作する蓋然性に基づいて、降順にソートされます。レシピに応じて、入力データはア
イテム (Item-Affinity レシピ (p. 138)) またはアイテム属性 (Item-Attribute-Affinity レシピ (p. 139)) のリス
ト (JSON 形式) である必要があります。Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI)、または AWS SDK を使用してバッチセグメントジョブを作成できます。

ユーザーセグメントを生成する際、Amazon Personalize は個別にインポートしたすべてのデータ（新しい
ソリューションバージョンを作成した後にストリーミングされたインタラクションを含む）を考慮します
が、インポートモードが FULL でインポートされた（既存のデータを置き換える）一括データのみが考慮
されます。ユーザーセグメントごとに最大 500 万人のユーザーを生成できます。許可の要件や入力データ
の準備とインポートなど、Amazon Personalize のバッチワークフローの詳細については、「バッチレコメ
ンデーションとユーザーセグメントの取得 (カスタムリソース) (p. 242)」を参照してください。

トピック
• バッチセグメントジョブの作成 (コンソール) (p. 253)
• バッチセグメントジョブの作成 (AWS CLI) (p. 254)
• バッチセグメントジョブの作成 (AWS SDK) (p. 255)

バッチセグメントジョブの作成 (コンソール)
バッチ入力データの準備とインポート (p. 244) を完了すると、バッチセグメントジョブを作成する準
備が整います。この手順は、USER_SEGEMTATION レシピを使用してソリューションとソリューション
バージョン (トレーニング済みモデル) を既に作成していることを前提としています。

バッチセグメントジョブを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Datasets group] (データセットグループ) のページで、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 [batch segment jobs] (バッチセグメントジョブ) を選択してから、[Create 

batch segment job] (バッチセグメントジョブを作成) を選択します。
4. [batch segment job details] (バッチセグメントジョブの詳細) で、[Batch segment job name] (バッチセ

グメントジョブ名) に、バッチセグメントジョブの名前を指定します。
5. [Solution] (ソリューション) で、ソリューションを選択してから、レコメンデーションの生成に使用

する [Solution version ID] (ソリューションバージョン ID) を選択します。バッチセグメントジョブ
は、USER_SEGEMENTATION レシピを使用した場合にのみ作成できます。

6. [Number of users] (ユーザーの数) で、オプションで、Amazon Personalize が各ユーザーセグメントに
ついて生成するユーザーの数を指定します。デフォルトは 25 です。最大数は500万です。

7. [Input source] (入力ソース) で、入力ファイルへの Amazon S3 パスを指定するか、[Browse S3] (S3 を
参照) を使用して Amazon S3 バケットを選択します。

次の構文を使用します: s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON 
file name>
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入力データは、ソリューションで使用するレシピに適した形式である必要があります。入力データの
例については、「入力および出力 JSON の例 (p. 245)」を参照してください。

8. [Output destination] (出力先) で、出力場所へのパスを指定するか、[Browse S3] (S3 を参照) を使用し
て Amazon S3 バケットを選択します。出力データには別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バ
ケット) を使用することをお勧めします。

次の構文を使用します: s3://<name of your S3 bucket>/<output folder name>/
9. [IAM role] (IAM ロール) で、以下のいずれかのオプションを選択します。

• [Create and use new service role] (新しいサービスロールを作成および使用) を選択し、[Service 
role name] (サービスロール名) を入力して新しいロールを作成するか、

• 正しい許可を持つロールを既に作成している場合は、[Use an existing service role] (既存のサービス
ロールを使用) を選択し、IAM ロールを選択します。

使用するロールには、入力および出力の Amazon S3 バケットへの読み取りおよび書き込みアクセス
がそれぞれ必要です。

10. フィルター設定では、オプションでフィルターを選択してユーザーセグメントにフィルターを適用
します。フィルターでプレースホルダーパラメーターを使用する場合は、パラメーターの値が入力 
JSON に含まれていることを確認してください。詳細については、入力 JSON にフィルター値を指定
する (p. 304)を参照してください。

11. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon Personalize リソースのタグ付けの詳
細については、「」を参照してくださいAmazon Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。

12. [Create batch segment job] (バッチセグメントジョブを登録) を選択します。バッチセグメントジョブ
の作成が開始され、[Batch segment jobs] (バッチセグメントジョブ) のページが表示されます。当該
ページには、[Batch segment job detail] (バッチセグメントジョブの詳細) のセクションが表示されま
す。

13. バッチセグメントジョブのステータスが [Active] (アクティブ) に変わると、指定した出力 Amazon S3 
バケットからジョブの出力を取得できます。出力ファイルの名前は input-name.out という形式に
なります。

バッチセグメントジョブの作成 (AWS CLI)

バッチ入力データの準備とインポート (p. 244) を完了すると、次の create-batch-segment-job
コードを使用してバッチセグメントジョブを作成する準備が整います。ジョブ名を指定し、Solution 
version ARN をソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。ま
た、IAM service role ARN を、設定中に Amazon Personalize 用に作成した IAM サービスロールの 
ARN に置き換えます。このロールには、入力および出力の Amazon S3 バケットへの読み取りおよび書き
込みアクセスがそれぞれ必要です。入力データの各行を Amazon Personalizenum-results に予測させ
たいユーザーの数を指定します。デフォルトは 25 です。最大数は500万です。オプションで、filter-
arnユーザーセグメントをフィルタリングできます。フィルターでプレースホルダーパラメーターを使
用する場合は、パラメーターの値が入力 JSON に含まれていることを確認してください。詳細について
は、バッチレコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (カスタムリソース) (p. 303)を参
照してください。

S3 input path と S3 output path を、入力ファイルへの Amazon S3 パスと出力場所に置き換え
ます。出力データには別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バケット) を使用することをお勧めし
ます。入力および出力の場所には、s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input 
JSON file name> および s3://<name of your S3 bucket>/<output folder name>/ の構文を
使用します。

aws personalize create-batch-segment-job \ 
                --job-name Job name \ 
                --solution-version-arn Solution version ARN \ 
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                --num-results The number of predicted users \ 
                --filter-arn Filter ARN \ 
                --job-input s3DataSource={path=s3://S3 input path} \ 
                --job-output s3DataDestination={path=s3://S3 output path} \ 
                --role-arn IAM service role ARN
{ 
   "batchSegmentJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:batch-segment-job/
batchSegmentJobName"
}

バッチセグメントジョブの作成 (AWS SDK)

バッチ入力データの準備とインポート (p. 244) を完了すると、CreateBatchSegmentJob 操作を使用
してバッチセグメントジョブを作成する準備が整います。次のコードは、バッチセグメントジョブを作成
する方法を示しています。ジョブに名前を付け、使用するソリューションバージョンの Amazon リソース
ネーム (ARN) を指定し、Amazon Personalize IAM ロールの ARN を指定し、入力ファイルと出力場所への 
Amazon S3 パスを指定します。IAM サービスロールには、入力および出力の Amazon S3 バケットへの読
み取りおよび書き込みアクセスがそれぞれ必要です。

出力データには別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バケット) を使用することをお勧めします。
入力および出力の場所には、s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON 
file name> および s3://<name of your S3 bucket>/<output folder name>/ の構文を使用し
ます。

にはnumResults、入力データの各行を Amazon Personalize に予測させたいユーザーの数を指定しま
す。デフォルトは 25 です。最大数は500万です。オプションで、filterArnユーザーセグメントをフィ
ルタリングできます。フィルターでプレースホルダーパラメーターを使用する場合は、パラメーターの値
が入力 JSON に含まれていることを確認してください。詳細については、バッチレコメンデーションと
ユーザーセグメントのフィルタリング (カスタムリソース) (p. 303)を参照してください。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize_rec = boto3.client(service_name='personalize')

personalize_rec.create_batch_segment_job ( 
    solutionVersionArn = "Solution version ARN", 
    jobName = "Job name", 
    numResults = Number of predicted users, 
    filterArn = Filter ARN
    roleArn = "IAM service role ARN", 
    jobInput =  
       {"s3DataSource": {"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input 
 JSON file name>"}}, 
    jobOutput =  
       {"s3DataDestination": {"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<output folder 
 name>/"}}
)

SDK for Java 2.x

public static String createBatchSegmentJob(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                                        String solutionVersionArn, 
                                                        String jobName, 
                                                        String filterArn, 
                                                        int numResults, 
                                                        String s3InputDataSourcePath, 
                                                        String s3DataDestinationPath, 
                                                        String roleArn, 
                                                        String explorationWeight, 
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                                                        String 
 explorationItemAgeCutOff) { 

  long waitInMilliseconds = 60 * 1000; 
  String status; 
  String batchSegmentJobArn; 

  try { 
      // Set up data input and output parameters. 
      S3DataConfig inputSource = S3DataConfig.builder() 
              .path(s3InputDataSourcePath) 
              .build(); 
      S3DataConfig outputDestination = S3DataConfig.builder() 
              .path(s3DataDestinationPath) 
              .build(); 

      BatchSegmentJobInput jobInput = BatchSegmentJobInput.builder() 
              .s3DataSource(inputSource) 
              .build(); 
      BatchSegmentJobOutput jobOutputLocation = BatchSegmentJobOutput.builder() 
              .s3DataDestination(outputDestination) 
              .build(); 

      CreateBatchSegmentJobRequest createBatchSegmentJobRequest = 
 CreateBatchSegmentJobRequest.builder() 
              .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
              .filterArn(filterArn) 
              .jobInput(jobInput) 
              .jobOutput(jobOutputLocation) 
              .jobName(jobName) 
              .numResults(numResults) 
              .roleArn(roleArn) 
              .build(); 

      batchSegmentJobArn = 
 personalizeClient.createBatchSegmentJob(createBatchSegmentJobRequest) 
              .batchSegmentJobArn(); 
      DescribeBatchSegmentJobRequest describeBatchSegmentJobRequest = 
 DescribeBatchSegmentJobRequest.builder() 
              .batchSegmentJobArn(batchSegmentJobArn) 
              .build(); 

      long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

      // wait until the batch segment job is complete. 
      while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

          BatchSegmentJob batchSegmentJob = personalizeClient 
                  .describeBatchSegmentJob(describeBatchSegmentJobRequest) 
                  .batchSegmentJob(); 

          status = batchSegmentJob.status(); 
          System.out.println("batch segment job status: " + status); 

          if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
              break; 
          } 
          try { 
              Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
          } catch (InterruptedException e) { 
              System.out.println(e.getMessage()); 
          } 
      } 
      return batchSegmentJobArn; 
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  } catch (PersonalizeException e) { 
      System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
  } 
  return "";
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateBatchSegmentJobCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";

// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

// Set the batch segment job's parameters.

export const createBatchSegmentJobParam = { 
  jobName: 'NAME', 
  jobInput: {         /* required */ 
    s3DataSource: {   /* required */ 
      path: 'INPUT_PATH', /* required */ 
      // kmsKeyArn: 'INPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */' 
    } 
  }, 
  jobOutput: {         /* required */ 
    s3DataDestination: {   /* required */ 
      path: 'OUTPUT_PATH', /* required */ 
      // kmsKeyArn: 'OUTPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */' 
    } 
  }, 
  roleArn: 'ROLE_ARN', /* required */ 
  solutionVersionArn: 'SOLUTION_VERSION_ARN', /* required */ 
  numResults: 20 /* optional */
};

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateBatchSegmentJobCommand(createBatchSegmentJobParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

バッチジョブの処理が完了するまでに時間がかかる場合がありま
す。DescribeBatchSegmentJob (p. 450) を呼び出し、入力パラメータとして batchSegmentJobArn
を渡すことで、ジョブのステータスを確認できます。ListBatchSegmentJobs (p. 488) を呼び出すこと
で、AWS 環境内のすべての Amazon Personalize バッチセグメントジョブを一覧表示することもできま
す。
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レコメンデーションの関連性の維持
カタログの拡大に合わせて、関連性の高いレコメンデーションにより、アプリケーションのユーザーエン
ゲージメント、クリック率、およびコンバージョン率を高めることができます。ユーザー向けの Amazon 
Personalize のレコメンデーションの関連性を維持および改善するには、データとカスタムリソースを最新
の状態に保ちます。これにより、Amazon Personalize はユーザーの最新の行動から学習し、最新のアイテ
ムをレコメンデーションに含めることができます。

トピック
• データセットを最新の状態に保つ (p. 258)
• ドメインレコメンダーの維持 (p. 259)
• カスタムソリューションのメンテナンス (p. 259)

データセットを最新の状態に保つ
カタログが大きくなってきたら、一括または個別のデータインポート操作で履歴データを更新するように
します。最初にレコードを一括でインポートしてから、カタログの拡大に合わせてアイテムとユーザー
を増分することをお勧めします。履歴データのインポートの詳細については、「」を参照してくださいス
テップ 2: データの準備 (p. 148)。

パーソナライズされたリアルタイムのレコメンデーションを提供するユースケースとレシピに
ついては、Interactions データセットをユーザーの行動で最新の状態に保ちます。そのために
は、PutEvents (p. 549)イベントトラッカーとオペレーションでインタラクションイベントを記録しま
す。Amazon Personalize は、ユーザーがカタログを操作するときのユーザーの最新のアクティビティに基
づいて、レコメンデーションを更新します。リアルタイムイベントの記録の詳細については、「イベント
の記録 (p. 261)」を参照してください。

レコメンダーまたはカスタムソリューションバージョンを既に作成している場合、新しいレコードは次の
ようにレコメンデーションに影響を与えます。

• 個別のインタラクションについては、リアルタイムのパーソナライズを特徴とするデータに含めたイン
タラクションについては、Amazon Personalize は、同じユーザー向けにレコメンデーションを生成する
際に、ユーザーと既存のアイテム (最新モデルのトレーニングに使用したデータに含めたアイテム) との
間のリアルタイムのインタラクションイベントを即座に使用します。そうでないユースケースやレシピ
については、レコメンダーが新しいカスタムソリューションバージョンを更新するか、新しいカスタム
ソリューションバージョンを作成するまで待つ必要があります。詳細については、「リアルタイムイベ
ントがレコメンデーションに与える影響 (p. 262)」を参照してください。

一括操作の場合は、推薦者が更新（ドメインデータセットグループの場合）するか、新しいカスタムソ
リューションバージョンを作成するまで待つ必要があります。

• 個々の商品データや大量の商品データについて、「おすすめ商品」と「おすすめ商品」でレコメンダー
を作成したり、「ユーザーパーソナライゼーション」でソリューションバージョンをトレーニングして
キャンペーンにデプロイした場合、Amazon Personalize は 2 時間ごとにモデルを自動的に更新します。
更新するたびに、探索を伴うレコメンデーションに含まれる新しいアイテムが含まれる場合がありま
す。探索については、「自動更新 (p. 106)」を参照してください。

その他のユースケースまたはレシピについては、レコメンデーションに含まれる新しいアイテムのモデ
ルを再トレーニングする必要があります。

• インタラクションデータを持たない新規ユーザーの場合、推奨は最初は人気商品のみを対象としていま
す。ユーザーデータセットにユーザーに関するメタデータがあり、メタデータを使用するユースケー
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スやレシピ（自分におすすめ）、「自分におすすめ」（ユースケース）、「ユーザーパーソナライゼー
ション」や「パーソナライズされたランキング」（レシピ）を選択すると、これらの人気の高い項目が
ユーザーにとってより関連性が高くなる可能性があります。

新規ユーザーに対してより関連性の高いレコメンデーションを得るには、そのユーザーのインタラク
ションデータをさらにインポートできます。リアルタイムのパーソナライゼーションをサポートするレ
シピやユースケースでは、リアルタイムイベントをインポートするにつれて、それらの推奨事項がより
重要になります。詳細については、「イベントの記録 (p. 261)」を参照してください。

ドメインレコメンダーの維持
Amazon Personalize は 7 日ごとにレコメンダーをサポートするモデルを自動的に再トレーニングします。
これは、データセット内のデータ全体に基づいてまったく新しいモデルを作成する完全な再トレーニング
です。おすすめと推奨のユースケースについては、Amazon Personalize は 2 時間ごとに既存のモデルを更
新して、探索を伴うレコメンデーションに新しいアイテムを含めます。探索により、Amazon Personalize 
はさまざまなアイテムのレコメンデーションを自動的にテストし、ユーザーがこれらの推奨アイテムを操
作する方法から学習し、エンゲージメントとコンバージョンを向上させるアイテムのレコメンデーション
を強化します。

カスタムソリューションのメンテナンス
定期的に再トレーニングを行って、カスタムソリューションを維持してください。新しいソリューション
バージョンを作成 (モデルを再トレーニング) して、レコメンデーションに新しいアイテムを含め、ユー
ザーの最新の動作でモデルを更新します。

再トレーニングの頻度は、ビジネス要件と使用するレシピによって異なります。ほとんどのワークロー
ドでは、トレーニングモードを FULL に設定して新しいモデルを毎週トレーニングすることをお勧めし
ます。これにより、データセットグループ内のデータセットからのトレーニングデータ全体に基づい
て、完全に新しいソリューションバージョンが作成されます。新しいアイテムを頻繁に追加し、User-
Personalization を使用しない場合は、それらの新しいアイテムをレコメンデーションに含めるために、よ
り頻繁に完全な再トレーニングを実施する必要がある場合があります。

新しいソリューションバージョンの作成については、「ソリューションバージョンの作成 (p. 209)」を参
照してください。モデルを再トレーニングしたら、キャンペーンを更新してデプロイする必要がありま
す。詳細については、「キャンペーンを更新します。 (p. 225)」を参照してください。

データのインポート、ソリューションバージョンのトレーニング、バッチワークフローなど、Amazon 
Personalize ワークフローを自動化する AWS ソリューション実装である「Machine Learning を利用して
パーソナライズされたエクスペリエンスの維持」により、再トレーニングとデータのインポートタスクを
自動化およびスケジュールできます。詳細については、「Machine Learning を利用してパーソナライズさ
れたエクスペリエンスの維持」を参照してください。

自動更新付きのレシピ

User-Personalization を使用すると、Amazon Personalize は、完全にトレーニングされた最新のソリュー
ションバージョン (trainingMode を FULL に設定した状態でトレーニング済み) を 2 時間ごとに自動
的に更新して、探索を利用してレコメンデーションに新しいアイテムを含めます。探索により、Amazon 
Personalize はさまざまなアイテムのレコメンデーションを自動的にテストし、ユーザーがこれらの推
奨アイテムを操作する方法から学習し、エンゲージメントとコンバージョンを向上させるアイテムのレ
コメンデーションを強化します。アップデートを行うには、ソリューションバージョンをキャンペーン
にデプロイする必要があります。キャンペーンでは、更新されたソリューションバージョンが自動的に
使用されます。これは完全な再訓練ではありません。FULLモデルがユーザーの行動から学習できるよう
に、trainingModeに設定した状態で、新しいソリューションバージョンを毎週トレーニングする必要が
あります。
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2 時間ごとの頻度が不十分な場合は、それらの新しいアイテムをレコメンデーションに含めるよう
に、trainingMode を UPDATE に設定した状態で、ソリューションバージョンを手動で作成できま
す。Amazon Personalize では、完全にトレーニングされた最新のソリューションバージョンのみが自動的
に更新され、手動で更新されたソリューションバージョンは今後自動的に更新されないことに留意してく
ださい。詳細については、「User-Personalization レシピ (p. 105)」を参照してください。
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イベントの記録
ドメインデータセットグループとカスタムデータセットグループの両方を使用すると、Amazon 
Personalize は、リアルタイムイベントデータのみ、履歴イベントデータのみ (「Amazon Personalize デー
タセットへのデータの直接インポート (p. 160)」を参照)、または両方の組み合わせに基づいてレコメン
デーションを作成できます。イベントをリアルタイムで記録して、Amazon Personalize がユーザーの最新
のアクティビティから学習し、ユーザーがアプリケーションを使用するごとにレコメンデーションを更新
できるようにします。これにより、インタラクションデータが最新の状態に保たれ、Amazon Personalize 
のレコメンデーションの関連性が向上します。

AWS SDK、AWS Amplify、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、リアルタイムの
イベントを記録できます。イベントを記録すると、Amazon Personalize は、イベントデータをデータセッ
トグループの Interactions データセットに追加します。タイムスタンプとプロパティがまったく同じイベ
ントを 2 つ記録した場合、Amazon Personalize はどちらか一方のイベントのみを保持します。

Apache Kafka を使用している場合は、Amazon Personalize の Kafka コネクタを使用して Amazon 
Personalize にデータをリアルタイムでストリーミングできます。詳細については、personalize-kafka-
connectorGithub リポジトリの「Amazon Personalize 用 Kafka コネクタ」を参照してください。

AWSAmplify には、 JavaScript ウェブクライアントアプリケーションからのイベントを記録するための
ライブラリと、サーバーコードにイベントを記録するためのライブラリが含まれています。詳細について
は、「Amplify-分析」を参照してください。

トピック
• イベントの記録とモデルのトレーニングに関する要件 (p. 261)
• リアルタイムイベントがレコメンデーションに与える影響 (p. 262)
• イベントトラッカーの作成 (p. 263)
• PutEvents操作を伴うイベントの記録 (p. 265)
• 匿名ユーザー向けのイベントの記録 (p. 268)
• インプレッションデータの記録 (p. 269)
• イベント指標とアトリビューションレポート (p. 270)
• サンプル Jupyter ノートブック (p. 271)
• サードパーティーイベント追跡サービス (p. 271)
• サンプル実装 (p. 272)

イベントの記録とモデルのトレーニングに関する要
件

イベントを記録するには、以下が必要です。

• Interactions データセットを含むデータセットグループ。これは空の場合があります。はじめ
に (p. 30) ガイドを完了した場合は、作成したものと同じデータセットグループおよびデータセット
を使用できます。データセットグループとデータセットの作成については、「ステップ 2: データの準
備 (p. 148)」を参照してください。

• イベントトラッカー
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• PutEvents (p. 549) オペレーションの呼び出し。

空の Interactions データセットから始めて、十分なデータを記録したら、新しく記録されたイベントのみ
を使用してモデルをトレーニングできます。すべてのユースケース（ドメインデータセットグループ）と
レシピ（カスタムデータセットグループ）について、トレーニング前のインタラクションデータには次の
ものが必要です。

• カタログ内のアイテムを操作するユーザーからの最低1000件のインタラクションレコード。これらのイ
ンタラクションは、一括インポート、ストリーミングイベント、あるいはその両方からのものである可
能性があります。

• 25以上のユニークユーザーIDで、それぞれに少なくとも2回のインタラクションがある。

質の高いレコメンデーションについては、少なくとも1,000人のユーザーから少なくとも50,000回のインタ
ラクションを行い、それぞれ2回以上のインタラクションを行うことをお勧めします。

リアルタイムイベントがレコメンデーションに与え
る影響

キャンペーン (カスタムソリューションの場合) またはレコメンダー (ドメインデータセットグループの場
合) を作成すると、Amazon Personalize は、パーソナライズされたレコメンデーションを生成する際に、
既存のアイテムの新しいイベントデータを記録します。既存の項目は、最新のトレーニングに使用した
データに含まれていた項目です。

Amazon Personalize は、新しく記録されたイベントデータをユーザーの履歴に追加します。その
後、Amazon Personalize は、ユーザー (およびこのユーザーのみ) 向けのレコメンデーションを生成する
ときに、変更されたデータを使用します。

関連商品や閲覧回数の多い商品、トレンドの多い商品など、パーソナライズされていないレコメンデー
ションについては、モデルを再トレーニングするか、レコメンダーが自動的に更新されるのを待つ必要が
あります。

• 新しいアイテム (モデルのトレーニングに使用したデータに含めなかったアイテム) に関して記録された
イベントについては、[Top picks for you] (上位のおすすめ) および [Recommended for you] (おすすめ商
品) のユースケース (ドメインデータセットグループの場合) 向けにレコメンダーを作成したか、User-
Personalization を使用してモデル (ソリューションバージョン) をトレーニングした場合、Amazon 
Personalize は、2 時間ごとにモデルを自動的に更新します。各更新が完了すると、新しいアイテムが
レコメンデーションに影響を与えます。User-Personalization レシピの自動更新については、「User-
Personalization レシピ (p. 105)」を参照してください。

その他のドメインのユースケースでは、Amazon Personalize は、レコメンダーの作成日から 7 日ごとに
レコメンダー用の新しいモデルを自動的にトレーニングします。その他のカスタムレシピについては、
新しいレコードがレコメンデーションに影響を与えることができるように、モデルを再トレーニングす
る必要があります。Amazon Personalize は、新しいアイテムに関して記録されたイベントを保存しま
す。新しいソリューションバージョンを作成すると (新しいモデルをトレーニングすると)、この新しい
データは、ユーザー向けの Amazon Personalize のレコメンデーションに影響を与えます。

• 新規ユーザー (レコメンダーまたはソリューションバージョンの作成に使用したデータに含まれていな
かったユーザー) に関して記録されたイベントについては、レコメンデーションは、最初は人気のある
アイテムについてのものとなります。ユーザーデータセットにユーザーに関するメタデータを用意し、
ユーザー個人設定や個人別ランキングなどのメタデータを使用するレシピを選択すると、これらの人気
のある項目がユーザーにとってより関連性が高くなります。

ユーザーのためにより多くのイベントを記録すると、レコメンデーションの関連性が高まりま
す。Amazon Personalize は新しいユーザーデータを保存し、Amazon Personalize が自動的に更新する
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とき、または新しいソリューションバージョンを手動でトレーニングするときにトレーニングに使用し
ます。

新規の匿名ユーザー (userId を持たないユーザー) については、Amazon Personalize は、ユーザーがロ
グインする前に、PutEvents (p. 549) 操作で渡した sessionId を使用してイベントをそのユーザーに
関連付けます。詳細については、「匿名ユーザー向けのイベントの記録 (p. 268)」を参照してくださ
い。

以下のレシピとユースケースは、レコメンデーションのリアルタイム更新をサポートしています。つま
り、アイテムとのやりとりを記録すると、ユーザーへのレコメンデーションが更新されます。

• User-Personalization レシピ
• Personalized-Ranking レシピ
• あなたにおすすめ (Eコマースのユースケース)
• Top picks for you] (おすすめ商品)

イベントトラッカーの作成
イベントトラッカーは、新しいイベントデータ用に宛先データセットグループを指定します。イベントト
ラッカーは、Amazon Personalize コンソールまたは CreateEventTracker (p. 403) API 操作を使用して作
成します。ターゲットの Interactions データセットを含むデータセットグループの Amazon リソースネー
ム (ARN) をパラメータとして渡します。Amazon Personalize コンソールを使用してイベントトラッカー
を作成する手順については、「イベントトラッカーの作成 (コンソール) (p. 173)」を参照してください。

イベントトラッカーには、PutEventsオペレーションを使用するときにパラメータとして渡す追跡 ID が含
まれています。その後、Amazon Personalize は、イベントトラッカーで指定したデータセットグループの 
Interactions データセットに新しいイベントデータを追加します。

Note

データセットグループ用に作成できるイベントトラッカーは 1 つだけです。

Python

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.create_event_tracker( 
    name='MovieClickTracker', 
    datasetGroupArn='arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieClickGroup'
)
print(response['eventTrackerArn'])
print(response['trackingId'])

イベントトラッカーの ARN と追跡 ID が表示されます。次に例を示します。

{ 
    "eventTrackerArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:event-tracker/
MovieClickTracker", 
    "trackingId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}

AWS CLI

aws personalize create-event-tracker \ 
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    --name MovieClickTracker \ 
    --dataset-group-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieClickGroup

イベントトラッカーの ARN と追跡 ID が表示されます。次に例を示します。

{ 
    "eventTrackerArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:event-tracker/
MovieClickTracker", 
    "trackingId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}

SDK for Java 2.x

public static String createEventTracker(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                      String eventTrackerName,  
                                      String datasetGroupArn) { 
         
    String eventTrackerId = null; 
    String eventTrackerArn = null; 
    long maxTime = 3 * 60 * 60;  
    long waitInMilliseconds = 30 * 1000; 
    String status; 
     
    try { 
        CreateEventTrackerRequest createEventTrackerRequest = 
 CreateEventTrackerRequest.builder() 
            .name(eventTrackerName) 
            .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
            .build(); 
        
        CreateEventTrackerResponse createEventTrackerResponse =  
            personalizeClient.createEventTracker(createEventTrackerRequest); 
         
        eventTrackerArn = createEventTrackerResponse.eventTrackerArn(); 
        eventTrackerId = createEventTrackerResponse.trackingId(); 
         
        System.out.println("Event tracker ARN: " + eventTrackerArn); 
        System.out.println("Event tracker ID: " + eventTrackerId); 

        maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + maxTime; 

        DescribeEventTrackerRequest describeRequest = 
 DescribeEventTrackerRequest.builder() 
            .eventTrackerArn(eventTrackerArn) 
            .build(); 
         
        while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

            status = 
 personalizeClient.describeEventTracker(describeRequest).eventTracker().status(); 
            System.out.println("EventTracker status: " + status); 

            if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
                break; 
            } 
            try { 
                Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
            } catch (InterruptedException e) { 
                System.out.println(e.getMessage()); 
            } 
        } 
        return eventTrackerId; 
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    } 
    catch (PersonalizeException e){ 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
    return eventTrackerId;
}

PutEvents操作を伴うイベントの記録
イベントを記録するには、PutEvents (p. 549) オペレーションを呼び出します。以下の例
は、1PutEvents つのイベントを渡す操作を示しています。対応する Interactions スキーマが表示さ
れ、Interactions データセットから行の例が表示されます。

アプリケーションは、ユーザーが最初にウェブサイトにアクセスしたとき、またはアプリケーションを使
用したときに、sessionId を生成します。Amazon Personalize は、sessionId を使用して、ユーザー
がログインする前にイベントをそのユーザーに関連付けます (匿名)。詳細については、匿名ユーザー向け
のイベントの記録 (p. 268)を参照してください。

イベントリストは Event (p. 674) オブジェクトの配列です。各イベントについて eventType が必要で
すが、この例では、eventType データはスキーマに含まれていないため、トレーニングでは使用されま
せん。要件を満たすためにプレースホルダーの値を指定できます。

Interactions の userId、itemId、sentAt パラメータは、対応する履歴データセットの 
USER_ID、ITEM_ID、TIMESTAMP フィールドにマップされます。詳細については、「データセットとス
キーマ (p. 77)」を参照してください。

対応するインタラクションスキーマ

Interactions schema: USER_ID, ITEM_ID, TIMESTAMP
Interactions dataset: user123, item-xyz, 1543631760

コードサンプル

Python

import boto3

personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')

personalize_events.put_events( 
    trackingId = 'tracking_id', 
    userId= 'USER_ID', 
    sessionId = 'session_id', 
    eventList = [{ 
        'sentAt': TIMESTAMP, 
        'eventType': 'eventTypePlaceholder', 
        'itemId': 'ITEM_ID' 
        }]
)

AWS CLI

aws personalize-events put-events \ 
    --tracking-id tracking_id \ 
    --user-id USER_ID \ 
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    --session-id session_id \ 
    --event-list '[{ 
        "sentAt": "TIMESTAMP", 
        "eventType": "eventTypePlaceholder", 
        "itemId": "ITEM_ID" 
      }]'

SDK for Java 2.x

public static void putEvents(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient,  
                            String trackingId,  
                            String sessionId,  
                            String userId,  
                            String itemId) { 
     
    try {  
        Event event = Event.builder() 
            .sentAt(Instant.ofEpochMilli(System.currentTimeMillis() + 10 * 60 * 1000)) 
            .itemId(itemId) 
            .eventType("typePlaceholder") 
            .build(); 

        PutEventsRequest putEventsRequest = PutEventsRequest.builder() 
            .trackingId(trackingId) 
            .userId(userId) 
            .sessionId(sessionId) 
            .eventList(event) 
            .build(); 

        int responseCode = personalizeEventsClient.putEvents(putEventsRequest) 
            .sdkHttpResponse() 
            .statusCode(); 
        System.out.println("Response code: " + responseCode); 

        } catch (PersonalizeEventsException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        }
}

この例を終了したら、必要なプロパティのみを使用してモデルのトレーニングに進みます。

次の例は、イベント値でトレーニングするデータを送信する方法を示しています。また、異なる種類 ('like' 
と 'rating') の複数のイベントが渡される様子も示します。この場合は、CreateSolution (p. 419) オペ
レーションでトレーニングするイベントタイプを指定する必要があります (次の 「イベントとソリュー
ション」を参照)。この例では、特定のレシピによってメタデータとして使用される追加のプロパティ
numRatings の記録も示しています。

Interactions schema: USER_ID, ITEM_ID, TIMESTAMP, EVENT_TYPE, EVENT_VALUE, NUM_RATINGS
Interactions dataset: user123, movie_xyz, 1543531139, rating, 5, 12 
                      user321, choc-ghana, 1543531760, like, 4 
                      user111, choc-fake, 1543557118, like, 3

Python

import boto3
import json

personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')

personalize_events.put_events( 
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    trackingId = 'tracking_id', 
    userId= 'user555', 
    sessionId = 'session1', 
    eventList = [{ 
        'eventId': 'event1', 
        'sentAt': '1553631760', 
        'eventType': 'like', 
        'properties': json.dumps({ 
            'itemId': 'choc-panama', 
            'eventValue': 4, 
            'numRatings': 0     
            }) 
        }, { 
        'eventId': 'event2', 
        'sentAt': '1553631782', 
        'eventType': 'rating', 
        'properties': json.dumps({ 
            'itemId': 'movie_ten', 
            'eventValue': 3, 
            'numRatings': 13 
            }) 
        }]
)

AWS CLI

aws personalize-events put-events \ 
    --tracking-id tracking_id \ 
    --user-id user555 \ 
    --session-id session1 \ 
    --event-list '[{ 
        "eventId": "event1", 
        "sentAt": "1553631760", 
        "eventType": "like", 
        "properties": "{\"itemId\": \"choc-panama\", \"eventValue\": \"true\"}" 
      }, { 
        "eventId": "event2", 
        "sentAt": "1553631782", 
        "eventType": "rating", 
        "properties": "{\"itemId\": \"movie_ten\", \"eventValue\": \"4\", \"numRatings
\": \"13\"}" 
      }]'

SDK for Java 2.x

public static void putMultipleEvents(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient,  
                            String trackingId,  
                            String sessionId,  
                            String userId,  
                            String event1Type,  
                            Float event1Value,  
                            String event1ItemId, 
                            int event1NumRatings, 
                            String event2Type,  
                            Float event2Value,  
                            String event2ItemId, 
                            int event2NumRatings) {   
                                                     
    ArrayList<Event> eventList = new ArrayList<Event>(); 
                         
    try { 
        Event event1 = Event.builder() 
            .eventType(event1Type) 
            .sentAt(Instant.ofEpochMilli(System.currentTimeMillis() + 10 * 60 * 1000)) 
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            .itemId(event1ItemId) 
            .eventValue(event1Value) 
            .properties("{\"numRatings\": "+ event1NumRatings +"}") 
            .build();  

        eventList.add(event1);  

        Event event2 = Event.builder() 
            .eventType(event2Type) 
            .sentAt(Instant.ofEpochMilli(System.currentTimeMillis() + 10 * 60 * 1000)) 
            .itemId(event2ItemId) 
            .eventValue(event2Value) 
            .properties("{\"numRatings\": "+ event2NumRatings +"}") 
            .build(); 

        eventList.add(event2); 

        PutEventsRequest putEventsRequest = PutEventsRequest.builder() 
            .trackingId(trackingId) 
            .userId(userId) 
            .sessionId(sessionId) 
            .eventList(eventList) 
            .build(); 

        int responseCode = personalizeEventsClient.putEvents(putEventsRequest) 
            .sdkHttpResponse() 
            .statusCode(); 
             
        System.out.println("Response code: " + responseCode); 

    } catch (PersonalizeEventsException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    }
}

Note

プロパティキーは、Interactions スキーマのフィールドと一致するキャメルケース名を使用しま
す。例えば、フィールド「NUM_RATINGS」がインタラクションスキーマで定義されている場
合、プロパティキーは numRatings である必要があります。

匿名ユーザー向けのイベントの記録
アカウントを作成する前に、ユーザーのイベントを記録できます。これにより、匿名ユーザーへのおすす
め情報を得ることができます。sessionIduserIDGetRecommendations (p. 559)リクエストにはとして
を指定できます。

匿名ユーザー向けにイベントを記録して、ログイン前とログイン後のイベントを含む継続的なイベント履
歴を構築できます。これにより、Amazon Personalize はユーザーに関するより多くのインタラクション
データを利用できるようになり、より関連性の高いレコメンデーションを生成できます。

ユーザーの継続的なイベント履歴を作成するには、sessionId匿名イベントのイベントと新しいイベン
トから取得したイベントを少なくとも 1userId つ記録します。これで、のイベントをいくつでも記録で
きますuserId。sessionId彼らは変わる可能性があります。次回の完全再トレーニング中に、Amazon 
PersonalizesessionId はに追跡されたイベント履歴を関連付けます。userId再トレーニングは、次にト
レーニングモードを FULL に設定して新しいソリューションバージョンを作成するとき（カスタムデータ
セットグループ）、推奨者向けの次の自動再トレーニング（ドメインデータセットグループ）で行うこと
ができます。
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再トレーニングが完了すると、匿名セッションの SessionID にトラッキングされたアクティビティと、そ
のuserId にトラッキングされたイベントの両方に基づいてレコメンデーションが表示されます。

インプレッションデータの記録
User-Personalization (p. 105)レシピを使用するか、ドメインデータセットグループのデータセットのス
キーマに IMPRESSIONS フィールドを追加すると、 PutEvents操作中にインプレッションデータを記録で
きます。インプレッションは、ユーザーが特定のアイテムを操作した (例えば、クリックや視聴した) とき
に表示されたアイテムのリストです。Amazon Personalize は、インプレッションデータを使用して探索を
ガイドします。レコメンデーションには、インタラクションデータや関連性が少ないアイテムが含まれま
す。Amazon Personalize がモデル化できる暗黙的および明示的なインプレッションについては、「インプ
レッションデータ (p. 12)」を参照してください。

Important

PutEvents リクエストで競合する暗黙的および明示的なインプレッションデータを提供する場
合、Amazon Personalize は、デフォルトで明示的なインプレッションを使用します。

ユーザーに表示する Amazon Personalize のレコメンデーションをインプレッションデータとして記録す
るには、PutEvents (p. 549) リクエストに recommendationId を含めます。Amazon Personalize は、
レコメンデーションデータに基づいて暗黙的なインプレッションを派生させます。

イベントのインプレッションデータを手動で記録するには、PutEvents (p. 549) コマンドの
impression 入力パラメータにインプレッションをリストします。次のコードサンプルは、Python 
用 SDK (Boto3) または SDK for Java 2.x 用 SDK PutEvents のいずれかを使用してオペレーションに 
a と animpression を含める方法を示しています。recommendationId両方を含めると、Amazon 
Personalize は、デフォルトで明示的なインプレッションを使用します。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')

personalize_events.put_events( 
    trackingId = 'tracking_id', 
    userId= 'userId', 
    sessionId = 'sessionId', 
    eventList = [{ 
        'eventId': 'event1', 
        'eventType': 'rating', 
        'sentAt': 1553631760, 
        'itemId': 'item id', 
        'recommendationId': 'recommendation id', 
        'impression': ['itemId1', 'itemId2', 'itemId3'] 
        }]
)

SDK for Java 2.x

次の putEvents メソッドを使用して、インプレッションデータと recommendationId を使用してイ
ベントを記録します。インプレッションのパラメータについては、itemId ArrayList のリストをとして
渡します。

public static void putEvents(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient,  
                                String trackingId,  
                                String sessionId,  
                                String userId,  
                                String eventType,  
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                                Float eventValue,  
                                String itemId, 
                                ArrayList<String> impressions, 
                                String recommendationId) { 

    try {  
        Event event = Event.builder() 
            .eventType(eventType) 
            .sentAt(Instant.ofEpochMilli(System.currentTimeMillis() + 10 * 60 * 1000)) 
            .itemId(itemId) 
            .eventValue(eventValue) 
            .impression(impressions) 
            .recommendationId(recommendationId) 
            .build(); 

        PutEventsRequest putEventsRequest = PutEventsRequest.builder() 
            .trackingId(trackingId) 
            .userId(userId) 
            .sessionId(sessionId) 
            .eventList(event) 
            .build(); 

        int responseCode = personalizeEventsClient.putEvents(putEventsRequest) 
            .sdkHttpResponse() 
            .statusCode(); 
        System.out.println("Response code: " + responseCode); 

    } catch (PersonalizeEventsException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    }
}

イベント指標とアトリビューションレポート
Amazon Personalize に送信されるイベントの種類と数をモニタリングするには、Amazon CloudWatch メ
トリクスを使用します。詳細については、「Amazon Personalize のモニタリング (p. 357)」を参照して
ください。

CloudWatch レコメンデーションの影響を示すレポートを生成するには、指標アトリビューションを作
成し、リアルタイムのレコメンデーションによるユーザーインタラクションを記録します。指標アトリ
ビューションの作成については、を参照してください推奨事項の影響の測定 (p. 306)。

イベントごとに、ユーザーに表示したレコメンデーションのレコメンデーション ID を含めてください。ま
たは、サードパーティなどのイベントソースを含めてください。このデータをインポートして、さまざま
なキャンペーン、レコメンダー、サードパーティを比較します。最大 100 のイベントアトリビューション
ソースをインポートできます。

• を提供するとrecommendationId、Amazon Personalize が自動的にソースキャンペーンまたはレコメ
ンダーを特定し、レポートの EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE 列で識別します。

• 両方の属性を指定した場合、Amazon Personalize はのみを使用しますeventAttributionSource。
• ソースを指定しない場合、Amazon PersonalizeSOURCE_NAME_UNDEFINED はレポートでそのソースに

ラベルを付けます。

次のコードは、eventAttributionSource PutEvents オペレーション内のイベントにを指定する方法を
示しています。

response = personalize_events.put_events( 
    trackingId = 'eventTrackerId', 
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    userId= 'userId', 
    sessionId = 'sessionId123', 
    eventList = [{ 
        'eventId': 'event1', 
        'eventType': 'watch', 
        'sentAt': '1667260945', 
        'itemId': '123', 
        'metricAttribution': {  
            'eventAttributionSource': 'thirdPartyServiceXYZ' 
        } 
    }]
)
statusCode = response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']
print(statusCode)

次のコードは、recommendationId PutEvents オペレーション内のイベントにを指定する方法を示して
います。

response = personalize_events.put_events( 
    trackingId = 'eventTrackerId', 
    userId= 'userId', 
    sessionId = 'sessionId123', 
    eventList = [{ 
        'eventId': 'event1', 
        'eventType': 'watch', 
        'sentAt': '1667260945', 
        'itemId': '123', 
        'recommendationId': 'RID-12345678-1234-1234-1234-abcdefghijkl' 
    }]
)
statusCode = response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']
print(statusCode)

サンプル Jupyter ノートブック
Amazon PersonalizePutEvents (p. 549) を使用してイベントトラッカーとオペレーションを使
用してユーザーのリアルタイムの行動に対応する方法を示す Jupyter ノートブックのサンプルに
ついては、amazon-personalize-samples GitHub リポジトリの getting_started フォルダーにある 
2.view_Campaign_and_Interactions.ipynb を参照してください。

サードパーティーイベント追跡サービス
以下のカスタマーデータプラットフォーム (CDP) は、アプリケーションからイベントデータを収集し
て、Amazon Personalize に送信するのに役立ちます。

• Amplitude — Amplitude を使用してユーザーのアクションを追跡し、ユーザーの行動を理解するのに
役立ちます。Amplitude と Amazon Personalize の使用方法については、AWSパートナーネットワーク 
(APN) のブログ記事「Amplitude と Amazon Personalize によるパーソナライゼーションの効果の測定」
を参照してください。

• mParticle — mParticle を使用してアプリからイベントデータを収集できます。mParticle と Amazon 
Personalize を使用してパーソナライズされた製品レコメンデーションを実装する方法を示す例について
は、「CDP の力を機械学習に活用する方法:パート 2」を参照してください。

• セグメント — セグメントを使用してデータを Amazon Personalize に送信できます。セグメントと 
Amazon パーソナライズの統合の詳細については、「Amazon Personalize ズ・デスティネーション」を
参照してください。
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サンプル実装
レコメンデーションを操作するユーザーからのイベントをストリーミングする方法を示す簡単な例につい
ては、Amazon Personalize サンプル Github リポジトリの streaming_events を参照してください。

Amazon Personalize リソースとクライアントアプリケーションの間にあるリアルタイム API をデプロイす
るためのソースコードとサポートファイルを含む完全な例については、AWSサンプル Github リポジトリ
の「リアルタイムパーソナライゼーション API」を参照してください。このプロジェクトには、以下の実
装方法が含まれています。

• ユーザーコンテキストとユーザーイベント収集
• レスポンスキャッシュ
• アイテムのメタデータに基づいたおすすめのデコレーション
• A/B テスト
• API 認証
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データを管理する
Amazon Personalize データセットにデータをインポートすると、そのデータを分析したり、Amazon S3 
バケットにエクスポートしたり、更新したり、データセットを削除して削除したりできます。

トピック
• データセット内のデータの分析 (p. 273)
• データセットのエクスポート (p. 276)
• データの更新 (p. 282)
• データの削除 (p. 286)

データセット内のデータの分析
Amazon Personalize データセットにデータをインポートすると、Amazon Personalize コンソールを使用
してデータを分析できます。データインサイトと列と行の統計を通じてデータについて学ぶことができま
す。また、データを改善するためにどのようなアクションを実行できるかを知ることができます。これら
のアクションは、モデルトレーニングの要件など、Amazon Personalize のリソース要件を満たすのに役立
つほか、推奨事項の改善にもつながります。

推奨される変更を行った後、データを再度インポートして、問題が解決されたかどうか、またはデータ
セットの統計が改善されたかどうかを確認できます。データの更新については、を参照してくださいデー
タの更新 (p. 282)。

インサイトが見当たらない場合でも、データは Amazon Personalize のデータに期待どおりです。ドメイ
ンデータセットグループまたはカスタムデータセットグループまたはカスタムデータセットグループの
データを分析できます。インサイトを生成して統計を計算する際、Amazon Personalize は、一括データや
個別にインポートされたレコードを含む、データセット内のすべてのデータを考慮します。

トピック
• データ分析に必要な権限 (p. 273)
• データInsights (p. 273)
• データセットのインサイトと統計の表示 (p. 275)

データ分析に必要な権限
ユーザーに Amazon Personalize へのフルアクセス権を付与する場合、権限を変更する必要はありま
せん。Amazon Personalize でタスクを実行するのに必要なアクセス権限のみをユーザーに付与する場
合、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーには以下のデータインサイトアクションを追加
する必要があります。

• パーソナライズ:CreateDataInsightsJob
• パーソナライズ:ListDataInsightsJob
• パーソナライズ:DescribeDataInsightsJob
• パーソナライズ:GetDataInsight

データInsights
Amazon Personalize で生成できる可能性のあるデータインサイトは次のとおりです。
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インサイト アクション 関連デー
タセット

インタラクションデータセットには X 個の
インタラクションしかありません。モデルト
レーニングには、最低1,000回のインタラク
ションが必要です。少なくとも 50,000 をレ
コメンデーションします

モデルをトレーニングする前に、さらにY件
のユニークなインタラクションレコードをイ
ンポートします。

インタラ
クション

インタラクションデータセットには、2 つ以
上のインタラクションを持つ X 人のユニーク
ユーザーしかいません。モデルトレーニング
には、このようなユーザーが少なくとも25人
必要です。少なくとも 1,000 をレコメンデー
ションします

Y 人の追加ユーザーについて、それぞれ 2 つ
以上のインタラクションレコードをインポー
トします。

インタラ
クション

Items データセット内の X% のアイテムに
は、インタラクションデータセットにインタ
ラクションがないため、推奨されない場合が
あります。

必ずすべてのインタラクションデータをイン
ポートし、アイテムとインタラクションデー
タセットの ID が一致しないかどうかを確認
してください。以下のデータセットの統計
情報でアイテムとインタラクションのデータ
セットを確認し、予想される行数がインポー
トされていることを確認してください。ユー
スケースまたはレシピで探索を使用する場合
は、探索設定を変更して、インタラクション
データなしでより多くの項目を推奨するよう
にします。

インタラ
クション
とアイテ
ム

ユーザーデータセットのユーザーの X% は、
インタラクションデータセットでインタラク
ションを行っていません。これらのユーザー
には、人気商品のおすすめが表示されます。

必ずすべてのインタラクションデータをイン
ポートし、ユーザーとインタラクションデー
タセット間でIDが一致しないかどうかを確認
してください。ユーザーとインタラクショ
ンのデータセットの以下の Dataset Statistics 
をチェックして、予想される行数がインポー
トされていることを確認してください。追加
のインタラクションをインポートして、より
多くのユーザーがインタラクションデータを
利用できるようにします。

インタラ
クション
とユー
ザー

<Users or Items or Interactions>データセッ
トには、欠損値を含む X% 行があります。こ
れはレコメンデーションに悪影響を及ぼす可
能性があります。必須フィールドとオプショ
ンフィールドはすべて 70% 以上入力するこ
とをお勧めします。

追加の完全なレコードをインポートするか、
不完全な行がない状態でデータを再度イン
ポートするか、欠損値を代替データ (数値列
の平均値やカテゴリ列の最も一般的な値な
ど) に置き換えてデータを再度インポートし
ます。

すべて

<datasetType>データセットの次の列の入
力内容は 70% 未満です:<ColumnName, 
ColumnName... > これはレコメンデーション
に悪影響を及ぼす可能性があります。NULL 
値を許可する列は 70% 以上入力することを
お勧めします。

追加の完全なレコードをインポートするか、
不完全な行がない状態でデータを再度イン
ポートするか、欠損値を代替データ (数値列
の平均値やカテゴリ列の最も一般的な値な
ど) に置き換えてデータを再度インポートし
ます。

すべて

次の (数値) 列には外れ値がありま
す:<ColumnName, ColumnName... > 外れ値
は常に問題になるわけではありませんが、レ
コメンデーションに悪影響を及ぼすこともあ
ります。

以下の列統計を使用して、これらの列の最
小値と最大値が期待どおりかどうかを確認し
てください。これらの値が予想外の場合は、
これらの列のデータに誤りがないか確認し、

すべて
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インサイト アクション 関連デー
タセット

データ収集とデータ処理に問題がないか確認
してください。

次の列には、レコメンデーションに悪影響を
及ぼす可能性のあるカテゴリが 30 以上あり
ます。<ColumnName, ColumnName... >

スペルの違いによってカテゴリが重複するな
どの問題がないか、カテゴリデータを確認し
てください。不正確な点を解決して、データ
を再度インポートしてください。

すべて

次のテキストメタデータ列は 85% 未満し
か完成していないため、モデルトレーニ
ングには使用できません:<ColumnName, 
ColumnName... >

他の行をインポートするか、これらの列のテ
キストデータを含む行を再度インポートしま
す。

項目

インタラクションデータセットには 10 種類
を超える固有のイベントタイプがあり、モデ
ルトレーニングが失敗する原因となります。

スペルの違いによってイベントタイプが重複
しているなど、不正確な情報がないか、イベ
ントタイプの列を確認してください。不要な
イベントタイプを削除して、データを再度イ
ンポートします。

インタラ
クション

インタラクションデータセットのタイ
ムスタンプはすべてのレコードで同じで
す。USER_SEGMENTATION レシピを使用
しており、すべてのレコードのタイムスタン
プが同じ場合、モデルトレーニングは失敗し
ます。

データにタイムスタンプの問題がないか確認
し、重複するタイムスタンプを固有のタイム
スタンプに置き換えます。

インタラ
クション

データセットのインサイトと統計の表示
Amazon Personalize データセットのデータに関する洞察と統計を表示するには、Amazon Personalize コ
ンソールでデータセットに移動し、[分析を実行] を選択します。

インサイトと統計を表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、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から [データセット] を選択し、[データ分析] を選択します。
4. 右上の [分析を実行] を選択します。Amazon Personalize がデータの分析を開始します。これには最大 

15 分かかることがあります。成功すると、結果がこのページに表示されます。
5. インサイトでは、以下を使用して表示されるインサイトをフィルタリングします。

• 特定の言語を含むインサイトを検索するには、「インサイトを検索」に条件を入力します。テキス
トを入力すると、リストが更新され、インサイトまたは推奨アクションに一致する文字列を含むイ
ンサイトのみが表示されます。

• インサイトをデータセットタイプでフィルタリングするには、すべてのデータセットを特定のデー
タセットタイプに変更します。リストは、このデータセットに関連するインサイトのみを含むよう
に更新されます。

6. データセットのデータセットの統計情報を表示するには、次の操作を行います。

• インタラクションデータセットの行数、ユニークユーザー、ユニークアイテムなど、データセット
に関する一般的な詳細や統計を表示するには、データセットのセクションを展開します。
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• 列の詳細な統計を表示するには、データセットセクションを展開し、[列レベルの統計] を選択し、
列のラジオボタンを選択します。

7. データ内の問題を修正して再度インポートし、別の分析を実行して検証します。データの再インポー
トの詳細については、「」を参照してくださいデータの更新 (p. 282)。

データセットのエクスポート
データを Amazon Personalize データセットにインポートした後、そのデータを Amazon S3 バケットにエ
クスポートできます。データをエクスポートして、Amazon Personalize がレコメンデーションを生成する
ために使用するデータを検証および検査し、以前にリアルタイムで記録したユーザーインタラクションイ
ベントを表示し、データのオフライン分析を実行できます。

一括でインポートしたデータ (Amazon Personalize のデータセットのインポートジョブを使用してイ
ンポートされたもの) のみをエクスポートするか、個別にインポートしたデータ (コンソール、また
は、、、、、PutEvents、、、またはPutUsers、PutItemsその両方を実行するかを選択できます。

すべてのフィールドに完全に一致するレコードの場合、Amazon Personalize はレコードを 1 つだけ
エクスポートします。2 つのレコードの ID が同じでも 1 つ以上のフィールドが異なる場合、Amazon 
Personalize は、エクスポートするデータに応じてレコードを追加または削除します。

• 一括データと差分データの両方をエクスポートする場合、Amazon Personalize は (商品データセットの
エクスポートで) 同じ ID の最新の商品のみをエクスポートし、(ユーザーデータセットのエクスポート
では) 同じ ID のユーザーのみをエクスポートします。インタラクションデータセットの場合、Amazon 
Personalize はすべてのインタラクションデータをエクスポートします。

• インクリメンタルデータのみをエクスポートする場合、Amazon Personalize は、同じ ID を持つアイテ
ムやユーザーを含め、個別にインポートしたすべてのアイテム、ユーザー、またはインタラクション
データをエクスポートします。すべてのフィールドに完全に一致するレコードのみが除外されます。

• 一括データのみをエクスポートする場合、Amazon Personalize には、同じ ID を持つアイテムやユー
ザーを含む、一括インポートしたすべてのアイテム、ユーザー、またはインタラクションデータが含ま
れます。すべてのフィールドに完全に一致するレコードのみが除外されます。

データセットをエクスポートするには、データセットのエクスポートジョブを作成します。データセット
のエクスポートジョブは、データセット内のレコードを Amazon S3 バケット内の 1 つ以上の CSV ファ
イルに出力するレコードエクスポートツールです。出力 CSV ファイルには、データセットのスキーマの
フィールドと一致する列名を持つヘッダー行が含まれています。

データセットのエクスポートジョブは、Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI)、またはAWS SDK を使用して作成できます。

トピック
• データセットのエクスポートジョブの許可要件 (p. 276)
• データセットのエクスポートジョブの作成 (コンソール) (p. 278)
• データセットのエクスポートジョブの作成 (AWS CLI) (p. 279)
• データセットのエクスポートジョブの作成 (AWS SDK) (p. 279)

データセットのエクスポートジョブの許可要件
データセットをエクスポートするには、Amazon Personalize は、Amazon S3 バケットにファイルを追
加するための許可を必要とします。許可を付与するには、バケットでおよびアクションを使用するため
の許可をロールに付与する、Amazon Personalize のサービスロールに新しいAWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーをアタッチします。また、PutObjectListBucketおよびアクションを使用
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するための許可を Amazon Personalize のプリンシパルに付与する、出力 Amazon S3 バケットにバケット
ポリシーをアタッチします。PutObjectListBucket

暗号化にAWS Key Management Service (AWS KMS) を使用するための許可を、Amazon Personalize の 
IAM サービスロールに付与する必要があります。詳細については、「AWS KMSキーAmazon Personalize 
ユーザーにアタッチする (p. 27)」を参照してください。

データセットをエクスポートするためのサービスロールポリシー
次のポリシー例は、PutObjectListBucketおよびアクションを使用するための許可を Amazon 
Personalize のサービスロールに付与します。bucket-name を出力バケットの名前に置き換えます。IAM 
サービスロールにポリシーをアタッチする方法については、「」を参照してくださいAmazon Personalize 
サービスロールに対する、Amazon S3 ポリシーのアタッチ (p. 23)。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

データセットをエクスポートするための Amazon S3 バケットポ
リシー
次のポリシー例は、Amazon S3 バケットに対する PutObject および ListBucket アクションを使
用するための許可を Amazon Personalize に付与します。bucket-name をバケットの名前に置き換え
ます。Amazon S3 バケットポリシーをバケットに追加する方法については、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「S3 バケットポリシーを追加するにはどうすればよいですか?」を参照してく
ださい。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "personalize.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
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        } 
    ]
}

データセットのエクスポートジョブの作成 (コンソー
ル)
データをデータセットにインポートし、出力 Amazon S3 バケットを作成したら、分析のためにデータを
バケットにエクスポートできます。Amazon Personalize コンソールを使用してデータセットをエクスポー
トするには、データセットのエクスポートジョブを作成します。Amazon S3 バケットの作成の詳細につい
ては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットの作成」を参照してください。

データセットをエクスポートする前に、Amazon Personalize のサービスロールが出力 Amazon S3 バケッ
トにアクセスして書き込むことができることを確認してください。データセットのエクスポートジョブの
許可要件 (p. 276) を参照してください。

データセットのエクスポートジョブを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Dataset groups] (データセットグループ) を選択します。
3. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、データセットグループを選択します。
4. ナビゲーションペインで、[Datasets] (データセット) を選択します。
5. Amazon S3 バケットにエクスポートするデータセットを選択します。
6. [Dataset export jobs] (データセットのエクスポートジョブ) で、[Create dataset export job] (データ

セットのエクスポートジョブを作成) を選択します。
7. [Dataset export job details] (データセットのエクスポートジョブの詳細) の [Dataset export job name]

(データセットのエクスポートジョブ名) に、エクスポートジョブの名前を入力します。
8. IAM サービスロールで、で作成した Amazon Personalize のサービスロールを選択しますAmazon 

Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)。
9. [Amazon S3 data output path] (Amazon S3 データ出力パス) で、宛先 Amazon S3 バケットを入力しま

す。次の構文を使用します。

s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>
10. AWS KMS を暗号化に使用している場合、KMS キー ARN には、AWS KMS キーの Amazon リソース

ネーム (ARN) を入力します。
11. [Export data type] (データタイプをエクスポート) で、最初にデータをインポートした方法に基づい

て、エクスポートするデータのタイプを選択します。

• データセットのインポートジョブを使用して一括でインポートしたデータのみをエクスポートする
には、[Bulk] (一括) を選択します。

• コンソールまたは、、、、、、、、PutItems操作を使用して個別にインポートしたデータのみを
エクスポートするにはPutEvents、PutUsers [Incremental] (増分) を選択します。

• データセット内のすべてのデータをエクスポートするには、[Both] (両方) を選択します。
12. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon Personalize リソースのタグ付けの詳

細については、「」を参照してくださいAmazon Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。
13. [Create dataset export job] (データセットのエクスポートジョブを作成) を選択します。

[Dataset overview] (データセットの概要) のページの [Dataset export jobs] (データセットのエクスポー
トジョブ) で、ジョブが [Export job status] (エクスポートジョブのステータス) で一覧表示されます。
ステータスが ACTIVE になると、データセットのエクスポートジョブが完了します。その後、出力 
Amazon S3 バケットからデータをダウンロードできます。Amazon S3 バケットからオブジェクトを
ダウンロードする方法については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「オブジェク
トのダウンロード」を参照してください。
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データセットのエクスポートジョブの作成 (AWS CLI)
データをデータセットにインポートし、出力 Amazon S3 バケットを作成したら、分析のためにデータ
セットをバケットにエクスポートできます。AWS CLI を使用してデータセットをエクスポートするに
は、create-dataset-export-job AWS CLI コマンドを使用してデータセットのエクスポートジョブ
を作成します。Amazon S3 バケットの作成の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザー
ガイドの「バケットの作成」を参照してください。

データセットをエクスポートする前に、Amazon Personalize のサービスロールが出力 Amazon S3 バケッ
トにアクセスして書き込むことができることを確認してください。データセットのエクスポートジョブの
許可要件 (p. 276) を参照してください。

create-dataset-export-job AWS CLI コマンドの例を次に示します。ジョブに名前を付け、エ
クスポートするデータセットの Amazon リソースネーム (ARN) に、role ARNで作成した Amazon 
Personalize サービスロールの ARN に、それぞれ置き換えますAmazon Personalize の IAM ロールの作
成 (p. 21)。dataset arns3DataDestination で、kmsKeyArn についてはオプションで AWS KMS 
キーの ARN を指定し、path については出力 Amazon S3 バケットへのパスを指定します。

ingestion-mode で、次のオプションからエクスポートするデータを指定します。

• データセットのインポートジョブを使用して一括でインポートしたデータのみをエクスポートするよう
に BULK を指定します。

• コンソールまたは、、PUTPutItemsまたは操作を使用して個別にインポートしたデータのみをエクス
ポートするように指定します。PutEvents PutUsers

• データセット内のすべてのデータをエクスポートするように ALL を指定します。

詳細については、「CreateDatasetExportJob (p. 391)」を参照してください。

aws personalize create-dataset-export-job \ 
  --job-name job name \ 
  --dataset-arn dataset ARN \ 
  --job-output "{\"s3DataDestination\":{\"kmsKeyArn\":\"kms key ARN\",\"path\":
\"s3://bucket-name/folder-name/\"}}" \ 
  --role-arn role ARN \ 
  --ingestion-mode PUT

データセットのエクスポートジョブ ARN が表示されます。

{ 
  "datasetExportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-export-job/
DatasetExportJobName"
}

DescribeDatasetExportJob 操作を使用してステータスを確認します。

aws personalize describe-dataset-export-job \ 
  --dataset-export-job-arn dataset export job ARN

データセットのエクスポートジョブの作成 (AWS 
SDK)
データをデータセットにインポートし、出力 Amazon S3 バケットを作成したら、分析のためにデータ
セットをバケットにエクスポートできます。AWS SDK を使用してデータセットをエクスポートするに
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は、CreateDatasetExportJob (p. 391) 操作を使用してデータセットのエクスポートジョブを作成しま
す。Amazon S3 バケットの作成の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの
「バケットの作成」を参照してください。

次のコードは、SDK for Python (Boto3) または SDK for Java 2.x SDK を使用してデータセットのエクス
ポートジョブを作成する方法を示しています。

データセットをエクスポートする前に、Amazon Personalize のサービスロールが出力 Amazon S3 バケッ
トにアクセスして書き込むことができることを確認してください。データセットのエクスポートジョブの
許可要件 (p. 276) を参照してください。

SDK for Python (Boto3)

次の create_dataset_export_job を使用して、データセット内のデータを Amazon S3 バケッ
トにエクスポートします。ジョブに名前を付け、エクスポートするデータセットの Amazon リソース
ネーム (ARN) に、role ARNで作成した Amazon Personalize サービスロールの ARN に、それぞれ置
き換えますAmazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)。dataset arns3DataDestination
で、kmsKeyArn についてはオプションで AWS KMS キーの ARN を指定し、path については出力 
Amazon S3 バケットへのパスを指定します。

ingestionMode で、次のオプションからエクスポートするデータを指定します。

• データセットのインポートジョブを使用して一括でインポートしたデータのみをエクスポートする
ように BULK を指定します。

• コンソールまたは、、PUTPutItemsまたは操作を使用して個別にインポートしたデータのみをエク
スポートするように指定します。PutEvents PutUsers

• データセット内のすべてのデータをエクスポートするように ALL を指定します。

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.create_dataset_export_job( 
    jobName = 'job name', 
    datasetArn = 'dataset ARN', 
    jobOutput = { 
      "s3DataDestination": { 
        "kmsKeyArn": "kms key ARN", 
        "path": "s3://bucket-name/folder-name/" 
      } 
    }, 
    roleArn = 'role ARN', 
    ingestionMode = 'PUT'
)

dsej_arn = response['datasetExportJobArn']

print ('Dataset Export Job arn: ' + dsej_arn)

description = personalize.describe_dataset_export_job( 
    datasetExportJobArn = dsej_arn)['datasetExportJob']

print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetExportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x

次の createDatasetExportJob メソッドを使用して、データセットのエクスポートジョブを作成
します。パラメータとして PersonalizeClient、a、エクスポートジョブの名前、エクスポートするデー
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タセットの ARN、取り込みモード、出力 Amazon S3 バケットのパス、およびAWS KMSキーの ARN 
を渡します。

ingestionMode は、次のいずれかのオプションになります。

• データセットのインポートジョブを使用して一括でインポートしたデータのみをエクスポートする
ように IngestionMode.BULK を使用します。

• コンソールまたは、、PutItemsまたは操作を使用して個別にインポートしたデータのみをエクス
ポートする場合に使用しますIngestionMode.PUT。PutEvents PutUsers

• データセット内のすべてのデータをエクスポートするように IngestionMode.ALL を使用しま
す。

public static void createDatasetExportJob(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                        String jobName, 
                                        String datasetArn,  
                                        IngestionMode ingestionMode,  
                                        String roleArn, 
                                        String s3BucketPath, 
                                        String kmsKeyArn) { 

    long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds 
    String status = null; 

    try { 
        S3DataConfig exportS3DataConfig = S3DataConfig.builder() 
            .path(s3BucketPath) 
            .kmsKeyArn(kmsKeyArn) 
            .build(); 
             
        DatasetExportJobOutput jobOutput = DatasetExportJobOutput.builder() 
            .s3DataDestination(exportS3DataConfig) 
            .build(); 

        CreateDatasetExportJobRequest createRequest = 
 CreateDatasetExportJobRequest.builder() 
            .jobName(jobName) 
            .datasetArn(datasetArn) 
            .ingestionMode(ingestionMode) 
            .jobOutput(jobOutput) 
            .roleArn(roleArn) 
            .build(); 

        String datasetExportJobArn = 
 personalizeClient.createDatasetExportJob(createRequest).datasetExportJobArn(); 

        DescribeDatasetExportJobRequest describeDatasetExportJobRequest = 
 DescribeDatasetExportJobRequest.builder() 
            .datasetExportJobArn(datasetExportJobArn) 
            .build(); 

        long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

        while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

            DatasetExportJob datasetExportJob = 
 personalizeClient.describeDatasetExportJob(describeDatasetExportJobRequest) 
                .datasetExportJob(); 

            status = datasetExportJob.status(); 
            System.out.println("Export job status: " + status); 

            if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
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                break; 
            } 
            try { 
                Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
            } catch (InterruptedException e) { 
                System.out.println(e.getMessage()); 
            } 
        } 
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    }
}

データの更新
Amazon Personalize データセットにデータをインポートしたら、一括または個別のデータインポート操
作で更新できます。データセットのスキーマに変更を加えることはできなくなります。属性の追加や削除
など、スキーマを変更する必要がある場合は、データセットを削除する必要があります。次に、新しいス
キーマで新しいデータセットを作成し、データを再度インポートする必要があります。

トピック
• 既存のバルクデータの更新 (p. 282)
• 個別のインポート操作によるデータの更新 (p. 286)

既存のバルクデータの更新
以前にデータセットのデータセットインポートジョブを作成したことがある場合は、別のインポートジョ
ブを使用して既存の一括データを追加または置換できます。デフォルトでは、データセットのインポート
ジョブは、一括でインポートしたデータセット内の既存のデータを置き換えます。代わりに、ジョブのイ
ンポートモードを変更して (p. 283)、新しいレコードを既存のデータに追加できます。データセットのイ
ンポートジョブを使用してインタラクションデータセットにデータを追加するには、少なくとも 1000 件
の新しいインタラクションレコードが必要です。

一括レコードのフィルター更新

一括インポートが完了してから 15 分以内に、Amazon Personalize は、データセットグループで作成した
すべてのフィルターを、新しいアイテムおよびユーザーデータで更新します。この更新により、Amazon 
Personalize は、ユーザーのレコメンデーションをフィルタリングするときに最新のデータを使用できるよ
うになります。

新しい一括記録がレコメンデーションに与える影響

レコメンダーまたはカスタムソリューションを既に作成した場合、新しいレコードは次のようにレコメン
デーションに影響を与えます。

• 一括操作の場合は、推薦者が更新（ドメインデータセットグループの場合）するか、新しいカスタムソ
リューションバージョンを作成するまで待つ必要があります。

• バルクアイテムデータについては、「トップピック」と「レコメンデーション」を使用してレコメン
ダーを作成した場合、Amazon Personalize は 2 時間ごとにモデルを自動的に更新します。更新するたび
に、探索で新しいアイテムがレコメンデーションに含まれる可能性があります。探索については、「自
動更新 (p. 106)」を参照してください。

その他のユースケースやレシピについては、レコメンデーションに含まれる新しいアイテムがレコメン
デーションに含められるようにモデルを再トレーニングする必要があります。

• インタラクションデータを持たない新規ユーザーの場合、推奨は最初は人気商品のみを対象としていま
す。ユーザーデータセットにユーザーに関するメタデータがあり、メタデータを使用するユースケー
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スやレシピ（自分におすすめ）、「自分におすすめ」（ユースケース）、「ユーザーパーソナライゼー
ション」や「パーソナライズされたランキング」（レシピ）を選択すると、これらの人気の高い項目が
ユーザーにとってより関連性が高くなる可能性があります。

新規ユーザーに対してより関連性の高いレコメンデーションを得るには、そのユーザーのインタラク
ションデータをさらにインポートできます。

トピック
• インポートモード (p. 283)
• バルクレコードの更新 (コンソール) (p. 283)
• バルクレコードの更新 (AWS CLI) (p. 284)
• バルクレコードの更新 (AWSSDK) (p. 284)

インポートモード
Amazon Personalize が新しいレコードをデータセットに追加する方法を設定するには、データセットのイ
ンポートジョブのインポートモードを指定します。

• データセット内の既存の一括データをすべて上書きするには、Amazon Personalize コンソールで [既存
のデータを置換] を選択するか、CreateDatasetImportJob (p. 399) API オペレーションで FULL を指定
します。これは、リアルタイムで記録されたイベントを含め、個別にインポートしたデータの代わりに
はなりません。

• データセットの既存のデータにレコードを追加するには、[既存のデータに追加] を選択するか、 
CreateDatasetImportJob APIINCREMENTAL オペレーションで指定します。Amazon Personalize は、同
じ ID のレコードを新しいレコードに置き換えます。

データセットのインポートジョブを使用してインタラクションデータセットにデータを追加するには、
少なくとも 1000 件の新しいインタラクションレコードが必要です。

レコードを一括インポートしていない場合、このオプションはコンソールでは使用できず、 
CreateDatasetImportJob APIFULL オペレーションでのみ指定できます。デフォルトは完全置換です。

バルクレコードの更新 (コンソール)
Important

デフォルトでは、データセットのインポートジョブは、一括でインポートしたデータセット内の
既存のデータを置き換えます。ジョブのインポートモードを指定することでこれを変更できま
す (p. 283)。

Amazon Personalize コンソールを使用してバルクデータを更新するには、データセットのデータセットの
インポートジョブを作成し、インポートモードを指定します。

バルクレを更新するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、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、[Datasets] を選択します。
4. [Datasets] ページで、更新するデータセットを選択します。
5. [データセットのインポートジョブ] で、[データセットのインポートジョブの作成] を選択します。
6. [インポートジョブの詳細] の [データセットのインポートジョブ名] に、インポートジョブの名前を指

定します。
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7. インポートモードでは、データセットの更新方法を選択します。[既存のデータを置換] または [既存の
データに追加] を選択します。詳細については、インポートモード (p. 283)を参照してください。

8. [入力ソース] の [S3 ロケーション] で、データファイルを Amazon S3 に保存する場所を指定します。
次の構文を使用します。

s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV file name>

CSV ファイルが S3 バケット内のフォルダにあり、1 つのデータセットのインポートジョブで複数の 
CSV ファイルをデータセットにアップロードする場合は、CSV ファイル名なしでこの構文を使用し
ます。

9. IAM ロールでは、新しいロールを作成するか、既存のロールを使用するかを選択します。前提条件を
満たしたら、[既存のサービスロールを使用する] を選択し、で作成したロールを指定しますAmazon 
Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)。

10. 「タグ」には、オプションで任意のタグを追加します。Amazon Personalize リソースのタグ付けの詳
細については、「」を参照してくださいAmazon Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。

11. [Finish] (終了) を選択します。データインポートジョブが開始され、データセットの概要ページが表示
されます。ステータスが ACTIVE になると、データセットのインポートが完了します。

バルクレコードの更新 (AWS CLI)
Important

デフォルトでは、データセットのインポートジョブは、一括でインポートしたデータセット内の
既存のデータを置き換えます。ジョブのインポートモードを指定することでこれを変更できま
す (p. 283)。

バルクデータを更新するには、create-dataset-import-jobコマンドを使用します。にはimport-
mode、FULL既存のデータを置き換えるかINCREMENTAL、追加するかを指定します。詳細については、イ
ンポートモード (p. 283)を参照してください。

次のコードは、データをデータセットに段階的にインポートするデータセットインポートジョブを作成す
る方法を示しています。

aws personalize create-dataset-import-job \
--job-name dataset import job name \
--dataset-arn dataset arn \
--data-source dataLocation=s3://bucketname/filename \
--role-arn roleArn \
--import-mode INCREMENTAL

バルクレコードの更新 (AWSSDK)
Important

デフォルトでは、データセットのインポートジョブは、一括でインポートしたデータセット内の
既存のデータを置き換えます。ジョブのインポートモードを指定することでこれを変更できま
す (p. 283)。

バルクデータを更新するには、データセットのインポートジョブを作成し、インポートモードを指定しま
す。次のコードは、SDK for Python (Boto3) または SDK for Java 2.x を使用して Amazon Personalize のバ
ルクデータを更新する方法を示しています。

SDK for Python (Boto3)

一括データを更新するには、create_dataset_import_jobメソッドを使用します。にはimport-
mode、FULL既存のデータを置き換えるかINCREMENTAL、追加するかを指定します。詳細について
は、インポートモード (p. 283)を参照してください。

284



Amazon Personalize デベロッパーガイド
既存のバルクデータの更新

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.create_dataset_import_job( 
    jobName = 'YourImportJob', 
    datasetArn = 'dataset_arn', 
    dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'}, 
    roleArn = 'role_arn', 
    importMode = 'INCREMENTAL'
)

SDK for Java 2.x

一括データを更新するには、createPersonalizeDatasetImportJob次の方法を使用します。に
はimportImport、ImportMode.FULL既存のデータを置き換えるかImportMode.INCREMENTAL、
追加するかを指定します。詳細については、「インポートモード (p. 283)」を参照してください。

public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient 
 personalizeClient, 
                                                      String jobName, 
                                                      String datasetArn, 
                                                      String s3BucketPath, 
                                                      String roleArn, 
                                                      ImportMode importMode) { 

  long waitInMilliseconds = 60 * 1000; 
  String status; 
  String datasetImportJobArn; 
   
  try { 
      DataSource importDataSource = DataSource.builder() 
              .dataLocation(s3BucketPath) 
              .build(); 
       
      CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest = 
 CreateDatasetImportJobRequest.builder() 
              .datasetArn(datasetArn) 
              .dataSource(importDataSource) 
              .jobName(jobName) 
              .roleArn(roleArn) 
              .importMode(importMode) 
              .build(); 
   
      datasetImportJobArn = 
 personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest) 
              .datasetImportJobArn(); 
       
      DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest = 
 DescribeDatasetImportJobRequest.builder() 
              .datasetImportJobArn(datasetImportJobArn) 
              .build(); 
   
      long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 
   
      while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 
   
          DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient 
                  .describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest) 
                  .datasetImportJob(); 
   
          status = datasetImportJob.status(); 
          System.out.println("Dataset import job status: " + status); 
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          if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
              break; 
          } 
          try { 
              Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
          } catch (InterruptedException e) { 
              System.out.println(e.getMessage()); 
          } 
      } 
      return datasetImportJobArn; 
   
  } catch (PersonalizeException e) { 
      System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
  } 
  return "";
}

個別のインポート操作によるデータの更新
Amazon Personalize データセットにデータをインポートしたら、インタラクションイベント、ユーザー、
アイテムなど、追加の個別レコードをインポートしてデータを更新できます。データを個別にインポート
すると、カタログの拡大に合わせて少量のレコードを Amazon Personalize のデータセットに追加できま
す。

レコードを個別にインポートすると、Amazon Personalize は新しいレコードをデータセットに追加しま
す。個々のアイテムまたはユーザーを更新するには、ID が同じで属性が変更されたレコードをインポート
できます。1 回のインポート操作で最大 10 個のレコードを増分できます。

レコードを個別にインポートする方法の詳細については、を参照してください個々の (p. 172)。

データの削除
Amazon Personalize のデータを削除するには、データセットを削除します。CREATE PENDINGIN 
PROGRESSデータセットのインポートジョブまたはソリューションバージョンがまたは状態の場合、デー
タセットを削除することはできません。ユーザーパーソナライゼーションのレシピやおすすめのユース
ケースを使用している場合、データセットを削除すると、関連するソリューションバージョンやレコメン
ダーの自動更新が停止します。

Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAWS SDK を使用し
てデータセットを削除できます。

トピック
• データセットの削除 (コンソール) (p. 286)
• データセットの削除 (AWS CLI) (p. 287)
• データセットの削除 (AWSSDK) (p. 287)

データセットの削除 (コンソール)
Amazon Personalize コンソールでデータセットを削除するには、データセットの詳細ページに移動して 
[削除] を選択します。

データセットを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Dataset groups] (データセットグループ) を選択します。
3. [Dataset groups] (データセットグループ) のページで、データセットグループを選択します。
4. ナビゲーションペインで、[Datasets] (データセット) を選択します。
5. 削除するデータセットを選択します。
6. [削除] を選択し、データセットの削除を確認します。

データセットの削除 (AWS CLI)
次のコードは、AWS CLIDeleteDataset (p. 430)および操作を使用してデータセットを削除する方法を示
しています。

aws personalize delete-dataset --dataset-arn dataset-arn

データセットの削除 (AWSSDK)
次のコードは、AWS SDKDeleteDataset (p. 430) と操作を使用してデータセットを削除する方法を示し
ています。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.delete_dataset( 
    datasetArn = 'dataset ARN'
)

SDK for Java 2.x

public static void deleteDataset(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                 String datasetArn) { 

    try { 
        DeleteDatasetRequest deleteRequest = DeleteDatasetRequest.builder() 
                .datasetArn(datasetArn) 
                .build(); 

        int responseCode = 
 personalizeClient.deleteDataset(deleteRequest).sdkHttpResponse().statusCode(); 
        System.out.println(responseCode); 
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    }
}
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レコメンデーションとユーザーセグ
メントのフィルタリング

ドメインレコメンデーションまたはカスタムキャンペーンでレコメンデーションを取得する場合、
カスタム基準に基づいて結果をフィルタリングできます。例えば、ユーザーが既に購入した製品
を推奨したくない場合や、特定の年齢層向けのアイテムのみを推奨したい場合があります。同様
に、USER_SEGMENTATION レシピでは、特定のタイプのユーザーをユーザーセグメントに含めたくない
場合があります。結果をフィルタリングすることにより、ユーザーに推奨されるアイテムまたはユーザー
セグメントに含まれるユーザーを制御できます。

パーソナライズされたおすすめ商品や類似商品を受け取ったら、リクエストにプロモーションを指定でき
ます。プロモーションでは、フィルターを使用して、推奨品目の構成可能なサブセットに適用される追加
のビジネスルールを定義します。詳細については、おすすめ商品の宣伝 (p. 232)を参照してください。

GetRecommendations (p. 559)またはGetPersonalizedRanking (p. 555)操作を呼び出すとき、またはコ
ンソールでキャンペーンまたはレコメンデーションを取得するときに、フィルターを適用して任意のフィ
ルターパラメータ値を指定します。

バッチワークフローでは、入力 JSON に任意のフィルターパラメーター値を含めます。次に、バッチ推論
ジョブまたはバッチセグメントジョブを作成するときに、フィルターの Amazon リソースネーム (ARN) を
指定します。詳細については、バッチレコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (カス
タムリソース) (p. 303)を参照してください。

Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、および AWS SDK を使用し
て、フィルターを作成、編集、削除、および適用できます。作成できるフィルターの数と、フィルター式
で使用できるパラメータの数については、「Service Quotas (p. 366)」を参照してください。

新しいレコードのフィルター更新

アイテムとユーザーをフィルタリングする場合、Amazon Personalize は、トレーニング中に存在したイベ
ントタイプ、または PutEvents 操作を使用してストリーミングされたイベントタイプを認識します。

PutEvents オペレーションでインポートされたインタラクションデータについては、Amazon Personalize 
はインポート後数秒以内にデータセットグループのすべてのフィルターを新しいインタラクションデー
タで更新します。たとえば、フィルターで購入した商品をレコメンデーションから削除し、あるユーザー
の購入イベントを記録すると、そのイベントを記録してから数秒以内に、このアイテムがこのユーザーの
future レコメンデーションから削除されます。

個別にインポートされたアイテムとユーザーデータについて、Amazon Personalize は、データセットグ
ループのすべてのフィルターを、新しいアイテムおよびユーザーデータで更新します。詳細については、
「個々の (p. 172)」を参照してください。

Important

2020 年 11 月 10 日より前にデプロイされたパラメータとキャンペーンを使用してレコメンデー
ションを持つフィルターを使用してフィルタリングするには、UpdateCampaign (p. 541) 操作を
使用してキャンペーンを再デプロイするか、新しいキャンペーンを作成する必要があります。

トピック
• フィルタ式 (p. 289)
• リアルタイムレコメンデーションのフィルタリング (p. 294)
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• バッチレコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (カスタムリソース) (p. 303)

フィルタ式
フィルターを設定するには、適切にフォーマットされたフィルター式を使用する必要があります。フィル
ター式は、datasetのデータセット識別子とフィールド識別子で構成されます。 field形式、および論理
演算子、キーワード、値 値については、固定値を指定するか、プレースホルダーパラメータを追加して、
レコメンデーションを取得する際にフィルター基準を設定できます。

フィルター式の要素の詳細なリストについては、「フィルター式の要素 (p. 290)」を参照してください。
フィルター式の例については、「フィルター式の例 (p. 291)」を参照してください。

Note

Amazon Personalize は、イベントタイプが一致する場合にのみ大文字と小文字の区別を無視しま
す。

トピック
• フィルター式の作成 (p. 289)
• フィルター式の例 (p. 291)

フィルター式の作成
フィルター式の一般的な構造は次のとおりです。

EXCLUDE/INCLUDE ItemID/UserID WHERE dataset type.field IN/NOT IN (value/parameter) 
         

手動でフィルター式を作成するか、コンソールの[Expression builder] (p. 297) (式ビルダー) を使用して式
の構文と構造に関するサポートを利用できます。フィルター式を使用して、次のデータセットのデータに
基づいてアイテムまたはユーザーをフィルタリングできます。

• Interactions: フィルター式を使用して、ユーザーがインタラクションしたアイテムを、レコメンデー
ションに含めたり、レコメンデーションから除外したりします (例えば、クリックやストリームなどの
ユーザーイベント)。または、ユーザーセグメント (特定のイベントタイプとのインタラクション) から特
定のアクションを実行したユーザーを含めたり、除外したりします。Interactions フィルターは、と併用
することはできませんItem-Attribute-Affinity レシピ (p. 139)。

Amazon Personalize では、イベントタイプごとに、ユーザー 1 人あたり最大 100 件の最新のインタ
ラクションが考慮されます。これは調整可能なクォータです。Service Quotas コンソールを使用して
クォータの引き上げをリクエストできます。

• Items: フィルター式を使用して、特定のアイテム条件に基づいてアイテムを含めたり除外したりしま
す。フィルターを使用して、商品の説明などの構造化されていないテキストのアイテムメタデータに基
づいてアイテムを含めたり、除外したりすることはできません。

• user: ユーザー向けのアイテムのレコメンデーションについては、フィルター式を使用して、レコメン
デーションを取得しているユーザーのプロパティに基づいて、アイテムをレコメンデーションに含めた
り、レコメンデーションから除外したりします。CurrentUserUsers データセットがある場合は、式に
IF 条件を追加して、式で使用されているデータセットにかかわらず、CurrentUser の条件を確認でき
ます。

ユーザーセグメントについては、フィルター式を使用して、ユーザーのプロパティに基づいてユー
ザーをユーザーセグメントに含めたり、ユーザーセグメントから除外したりします。
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フィルター式を作成するときは、次の制限に注意してください。

• フィルターを使用して、商品の説明などの構造化されていないテキストのアイテムメタデータに基づい
てアイテムを含めたり、除外したりすることはできません。

• Interactions および Items のデータセットを 1 つの式になるように連鎖することはできませ
ん。Interactions データセット、次に Items データセット (またはその逆) でフィルタリングするフィル
ターを作成するには、2 つ以上の式を連鎖する必要があります。詳細については、「複数の式の組み合
わせ (p. 293)」を参照してください。

• スキーマでブール型の値を使用してフィルタリングするフィルター式を作成することはできません。
ブール値に基づいてフィルタリングするには、String 型のフィールドを持つスキーマを使用し、データ
の "True" および "False" の値を使用します。または、int もしくは long 型と 0 と 1 の値を使用でき
ます。

• フィルターで使用できる個別のデータセット項目の最大数は、1 つの式に含めることも、複数の式をつ
なぎ合わせた場合も、5 つです。データセットグループ内のすべてのフィルターにおける個別のデータ
セット項目の最大数は 10 です。

フィルター式の要素
次の要素を使用して、フィルター式を作成します。

INCLUDE または EXCLUDE

フィルター基準を満たすアイテムのみにレコメンデーションを制限するために INCLUDE を使用する
か、またはフィルター基準を満たす、すべてのアイテムを削除するために EXCLUDE を使用します。

アイテムID/UserId

アイテムのレコメンデーションをフィルタリングするには、INCLUDE または EXCLUDE 要素の後に
ItemID を使用します。ユーザーセグメントからユーザーをフィルタリングするために UserId を使
用します。

WHERE

アイテムまたはユーザーの条件を確認するために WHERE を使用します。ItemID または UserID の後
に WHERE 要素を使用する必要があります。

AND/OR

同じフィルター式内で複数の条件を連鎖させるには、AND または OR を使用します。ANDまたはを使用
して組み合わせられた条件は、OR最初の条件で使用されたデータセットのフィールドにのみ影響を及
ぼすことができます。

データセット. フィールド

レコメンデーションをフィルタリングするデータセットとメタデータフィールドを指定しま
すdataset。 fieldフォーマット。たとえば、Items データセットの genres フィールドに基づいて
フィルタリングするには、フィルター式で Items.genres を使用します。フィルターを使用して、テキ
ストのアイテムメタデータに基づいてアイテムを含めたり、除外したりすることはできません。

IF 条件

IF 条件は、式の最後で 1 回だけ、CurrentUser の条件をチェックするためにのみ使用してくださ
い。ただし、AND を使用して IF 条件を拡張できます。

CurrentUser. フィールド

レコメンデーションを取得しようとしているユーザーに基づいてアイテムのレコメンデーション
をフィルタリングするにはCurrentUser、IF 条件でのみ、user フィールドを指定します。例え
ば、CurrentUser.AGE。
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IN/NOT IN

IN または NOT IN を比較演算子として使用して、1 つ以上の文字列値の一致 (または不一致) に基づ
いてフィルタリングします。Amazon Personalize は、正確な文字列に対してのみフィルターを適用し
ます。

比較演算子

=、<、<=、<=、>、>= の各演算子を使用して、プレースホルダーパラメータで渡されたデータを含む
数値データが等しいかどうかをテストします。

アスタリスク (*) 文字

すべてのタイプのインタラクションを含めたり、除外したりするために * を使用しま
す。*EVENT_TYPEInteractionsデータセットのフィールドを使用するフィルター式にのみ使用し
てください。

パイプ区切り文字

パイプ区切り文字 (|) を使用して、複数の式を連鎖します。詳細については、「複数の式の組み合わ
せ (p. 293)」を参照してください。

パラメータ

比較演算子または演算子を使用する式の場合、ドル記号 ($) とパラメータ名を使用して、プレースホ
ルダーパラメータを値として追加します。IN例えば、$GENRES。この例では、レコメンデーションを
取得する際に、フィルタリングする 1 つまたは複数のジャンルを指定します。使用できるパラメータ
の数については、「Service Quotas (p. 366)」を参照してください。

Note

パラメータ名は、式に追加するときに定義します。パラメータ名はフィールド名と一致する
必要はありません。フィールド名に類似し、かつ、覚えやすいパラメータ名を使用すること
をお勧めします。レコメンデーションリクエストにフィルターを適用するときに、パラメー
タ名 (大文字と小文字が区別されます) を使用します。AWSSDKを使用するときにプレースホ
ルダーパラメータを使用してフィルタを適用する方法を示す例については、を参照してくだ
さいフィルターの適用 (AWS SDK) (p. 301)。

フィルター式の例
次のセクションのフィルター式を使用して、独自のフィルター式を作成する方法について説明します。

アイテムレコメンデーションのフィルター式
次のフィルター式は、インタラクション、アイテムメタデータ、およびユーザーメタデータに基づいてア
イテムのレコメンデーションをフィルタリングする方法を示しています。それらはデータ型別に編成され
ています。

インタラクションデータ

次の式は、$EVENT_TYPE パラメータを使用してレコメンデーションを取得するときに指定する 1 つのイ
ベントタイプ (クリックなど) または複数のイベントタイプに基づいてアイテムを除外します。

EXCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ($EVENT_TYPE)

次の式は、ユーザーがクリックまたはストリーミングしたアイテムを除外します。

EXCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ("click", "stream")
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次の式は、ユーザーがクリックしたアイテムのみを含みます。

INCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ("click")

アイテムデータ

次の式は、$CATEGORY パラメータを使用してレコメンデーションを取得するときに指定する 1 つまたは
複数のカテゴリに基づいてアイテムを除外します。

EXCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ($CATEGORY)

次の式は、複数のレベルのカテゴリフィールドに基づいてアイテムを除外します。CATEGORY_L1shoe
の値がで、CATEGORY_L2 boot値がでないアイテムは除外されます。

EXCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY_L1 IN ("shoe") AND Items.CATEGORY_L2 NOT IN ("boot")

次の式は、$PRICEパラメータを使用してレコメンデーションを取得するときに指定した価格以下のアイテ
ムのみを含みます。

INCLUDE ItemID WHERE Items.PRICE <= $PRICE

次の式は、レコメンデーションを取得するときに指定したタイムスタンプ (Unix エポックタイム) より前に
作成されたアイテムのみを含みます。

INCLUDE ItemID WHERE Items.CREATION_TIMESTAMP < $DATE

次の式は、$GENRE パラメータを使用してレコメンデーションを取得するときに指定した 1 つまたは複数
のジャンルのアイテムのみを含みます。

INCLUDE ItemID WHERE Items.GENRE IN ($GENRE)

ユーザーデータ

次の式は、$GENRE パラメータを使用してレコメンデーションを取得するときに指定する 1 つまたは複数
のジャンルのアイテムを除外しますが、現在のユーザーの年齢が、$AGE パラメータを使用してレコメン
デーションを取得するときに指定する値と等しい場合に限ります。

EXCLUDE ItemID WHERE Items.GENRE IN ($GENRE) IF CurrentUser.AGE = $AGE

次の式は、CATEGORY _L1 およびluxury CATEGORY _L2 を現在のユーザーの年齢を超えているアイテ
ムのみを含みます18。watch

INCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY_L1 IN ("watch") AND Items.CATEGORY_L2 IN ("luxury") IF 
 CurrentUser.AGE > 18

ユーザーセグメントのフィルター式
次のフィルター式は、インタラクションデータとユーザーメタデータに基づいてユーザーセグメントを
フィルタリングする方法を示しています。それらはデータ型別に編成されています。

ユーザーデータ
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次のフィルター式は、ユーザーセグメントを取得するときに指定した値と等しいメンバーシップステータ
スを持つユーザーのみを含みます。

INCLUDE UserID WHERE Users.MEMBERSHIP_STATUS IN ($MEMBERSHIP)

次のフィルター式は、AGEユーザーセグメントを取得するときに指定した値未満のユーザーを除外しま
す。

EXCLUDE UserID WHERE Users.AGE < $AGE

インタラクションデータ

次のフィルター式は、アイテムをクリックまたは評価したユーザーのみを含みます。

INCLUDE UserID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ("click", "rating")

次のフィルター式は、ユーザーセグメントを取得するときに指定したイベントタイプとインタラクション
するユーザーセグメントからユーザーを除外します。

EXCLUDE UserID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ($EVENT_TYPE)

複数の式の組み合わせ
複数のエクスプレッションを組み合わせるには、パイプセパレーター (|) を使用します。Items データセッ
トと Interactions データセットを 1 つのフィルターに含める場合は、複数の式を組み合わせて使用しま
す。各式は最初に独立して評価され、結果は 2 つの結果の和集合または共通部分のいずれかになります。

マッチング式の例

両方の式が EXCLUDE を使用するか、両方の式が INCLUDE を使用する場合、結果は次のように 2 つの結
果の和集合になります (A と B は異なる式です)。

• Exclude A | Exclude B は Exclude result from A or result from B に等しい
• Include A | Include B は Include result from A or result from B に等しい

次の例は、INCLUDE を使用する 2 つの式を組み合わせる方法を示しています。最初の式に
は、$CATEGORY パラメータを使用してレコメンデーションを取得するときに指定する 1 つまたは複数の
カテゴリを持つアイテムのみが含まれます。2 番目の式は、ユーザーが favorite としてマークしたアイ
テムを含みます。レコメンデーションには、ユーザーがお気に入りとしてマークしたアイテムとともに、
指定したカテゴリのアイテムのみが含まれます。

INCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ($CATEGORY) | INCLUDE ItemID WHERE 
 Interactions.EVENT_TYPE IN ("favorite")

INCLUDE と EXCLUDE の例

1 つ以上の式が INCLUDE を使用し、もう 1 つの式が EXCLUDE を使用する場合、結果は次のように
INCLUDE 式の結果から EXCLUDE 式の結果を減じたものとなります (A、B、C、および D は異なる式で
す)。

• Include A | Exclude B は Include result from A - result from B に等しい
• Include A | Include B | Exclude C | Exclude D は Include (A or B) - (C or D) に

等しい
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式の順序は関係ありません。EXCLUDE 式が INCLUDE 式の前にあっても、結果は同じです。

次の例は、INCLUDE 式と EXCLUDE 式を組み合わせる方法を示しています。最初の式には、$GENRE パラ
メータを使用してレコメンデーションを取得するときに指定する 1 つまたは複数のジャンルを持つアイテ
ムのみが含まれます。2 番目の式は、ユーザーがクリックまたはストリーミングしたアイテムを除外しま
す。レコメンデーションには、これまでにクリックまたはストリーミングされていない、指定したジャン
ルのアイテムのみが含まれます。

INCLUDE ItemID WHERE Items.GENRE IN ($GENRE) | EXCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE 
 IN ("click", "stream")

リアルタイムレコメンデーションのフィルタリング
Amazon Personalize コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用し
て、リアルタイムのレコメンデーションをフィルタリングできます。

パーソナライズされたおすすめ商品や類似商品を受け取ったら、リクエストにプロモーションを指定でき
ます。プロモーションでは、フィルターを使用して、推奨品目の構成可能なサブセットに適用される追加
のビジネスルールを定義します。詳細については、おすすめ商品の宣伝 (p. 232)を参照してください。

トピック
• リアルタイムレコメンデーションのフィルタリング (コンソール) (p. 294)
• リアルタイムレコメンデーションのフィルタリング (AWS CLI) (p. 298)
• リアルタイムレコメンデーションのフィルタリング (AWS SDK) (p. 300)

リアルタイムレコメンデーションのフィルタリング 
(コンソール)
コンソールを使用してリアルタイムのレコメンデーションをフィルタリングするには、フィルターを作成
してから、それをレコメンデーションのリクエストに適用します。

Note

2020 年 11 月 10 日より前にデプロイされたパラメータとキャンペーンを持つフィルターを使用
してレコメンデーションをフィルタリングするには、UpdateCampaign (p. 541) 操作を使用して
キャンペーンを再デプロイするか、新しいキャンペーンを作成する必要があります。

フィルターの作成 (コンソール)
コンソールでフィルターを作成するには、フィルタリングされたレコメンデーションを取得するために使
用するキャンペーンまたはレコメンダーを含むデータセットグループを選択します。次に、フィルター名
とフィルター式を指定します。

フィルターを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. フィルタリングされたレコメンデーションを取得するために使用するキャンペーンまたはレコメン
ダーを含むデータセットグループを選択します。

3. ナビゲーションページで、[Filters] (フィルター) を選択してから、[Create new filter] (新しいフィル
ターの作成) を選択します。[Create filter] (フィルターの作成) ページが表示されます。
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4. [Filter name] (フィルター名) で、フィルターの名前を入力します。レコメンデーションリクエストに
適用するときに、この名前でフィルターを選択します。

5. [Expression] (式) で、[Build expression] (式を作成) または [Add expression manually] (式を手動で追
加) を選択し、式を作成または挿入します。

• 式ビルダーを使用するには、[Build expression] (式を作成) を選択します。式ビルダーは、正しく
フォーマットされたフィルター式を作成するための構造、フィールド、およびガイドラインを提供
します。詳細については、「フィルター式ビルダーの使用 (p. 297)」を参照してください。

• 独自の式を入力するには、[Add expression manually] (式を手動で追加) を選択します。詳細につい
ては、「フィルター式の要素 (p. 290)」を参照してください。

6. [Finish] (終了) を選択します。フィルターの概要ページには、フィルターの Amazon リソースネー
ム (ARN)、ステータス、および完全なフィルター式が表示されます。フィルターを削除するに
は、[Delete] (削除) を選択します。概要ページから移動した後のフィルターの検索と削除について
は、「フィルターの削除 (コンソール) (p. 298)」を参照してください。

295



Amazon Personalize デベロッパーガイド
リアルタイムレコメンデーショ

ンのフィルタリング (コンソール)

フィルターの適用 (コンソール)
フィルターを適用するには、レコメンダーのテストレコメンダーパネル（ドメインデータセットグルー
プ）またはキャンペーンのテストキャンペーン結果パネル（カスタムデータセットグループ）でフィル
ターを選択し、フィルターパラメーター値を入力します。その後、ユーザー向けのレコメンデーションを
取得します。

Important

INCLUDE 要素を使用してアイテムを含めるフィルター式について、式で定義されているすべて
のパラメータの値を指定する必要があります。EXCLUDE 要素を使用してアイテムを除外する式を
含むフィルターについては、filter-values を省略できます。この場合、Amazon Personalize 
は、式のその部分を使用してレコメンデーションをフィルタリングしません。

フィルターを適用するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. フィルタリングされたレコメンデーションを取得するために使用するキャンペーンまたはレコメン
ダーを含むデータセットグループを選択します。

3. データセットグループのタイプに応じて、次のいずれかを行います。

a. ドメインデータセットグループの場合、ナビゲーションペインで [Recommenders] を選択しま
す。

b. カスタムデータセットグループの場合、ナビゲーションペインで [カスタムリソース]、[キャン
ペーン] の順に選択します。

4. 「レコメンダー」ページまたは「キャンペーン」ページで、ターゲットのレコメンダーまたはキャン
ペーンを選択します。

5. 比較のために、フィルタを適用せずにユーザーのレコメンデーションを取得することから始めます。
[テストレコメンダー]/[テストキャンペーンの結果] で、レコメンデーションを取得したいユーザーの 
ID を入力し、[レコメンデーションを取得] を選択します。ユーザーの上位レコメンデーションを含む
テーブルが表示されます。

6. [Filter name] (フィルター名) のメニューから、作成したフィルターを選択します。フィルターにプ
レースホルダーパラメータがある場合は、各パラメータに関連付けられたフィールドが表示されま
す。

7. プレースホルダーパラメータとともにフィルターを使用している場合は、各パラメータに値を入力し
て、フィルター基準を設定します。1 つのパラメータに複数の値を使用するには、各値をコンマで区
切ります。
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8. 前のステップと同じ User ID を使用して、[Get recommendations] (レコメンデーションを取得) を選
択します。レコメンデーションテーブルが表示されます。

ユーザーがおすすめのアイテムをすでに購入している場合、フィルタはレコメンデーションリストか
らそのアイテムを削除します。この例では、アイテム 2657、2985 が、ユーザーが購入しなかった最
も適切なアイテム (アイテム 2641 および 1573) に置き換えられました。

フィルター式ビルダーの使用
[Create filter] (フィルターの作成) ページの[Expression builder] (式ビルダー) は、正しくフォーマットされ
たフィルターを作成するための構造、フィールド、およびガイドラインを提供します

フィルター式を作成するには

• [Action] (アクション)、[Property] (プロパティ)、[Operator] (演算子)、および [Value] (値) の各フィールド
を使用して、式を作成します。

[Value] (値) で、固定値を入力するか、レコメンデーションを取得する際にフィルター基準を設定するた
めに、$ + パラメータ名を入力します。例えば、$GENRES。レコメンデーションを取得したら、フィル
タリングする 1 つまたは複数の値を指定します。この例では、レコメンデーションを取得するときに、
ジャンルまたはジャンルのリストを提供します。

複数の非パラメータ値をコンマで区切ります。コンマ区切りのパラメータをフィルターに追加すること
はできません。

Note

[Property] (プロパティ) (dataset.field 形式) を選択した後、AND または OR 条件によって連
鎖された後続の行の [Property] (プロパティ) の値は、同じ dataset を使用する必要がありま
す。

• + ボタンと X ボタンを使用して、行を式に追加したり、式から削除したりします。最初の行を削除する
ことはできません。

• 新しい行については、[AND] メニューの AND、IF、または OR 演算子を使用して、連鎖条件を作成しま
す。

IF 条件の場合
• 各式には 1 つの IF アイテムのみを含めることができます。IF 条件を削除すると、式ビルダーはそれ

に続くすべての AND 条件を削除します。
• IF 条件は、CurrentUser でフィルタリングする式にのみ使用できます。

• [Add expression] (式を追加) のボタンを選択して、Items および Interactions データセットを使用した
フィルタリングを含む、より正確なフィルタリングのための追加のフィルター式を追加します。各式は
最初に独立して評価され、結果は 2 つの結果の和集合になります。
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Note

Items データセットと Interactions データセットの両方を使用するフィルターを作成するには、
複数の式を使用する必要があります。

式ビルダーの例

次の例は、おすすめ商品を受け取ったときに指定したジャンルの商品を除外するフィルターを作成する
方法を示しています ($GENRES プレースホルダーパラメーターに注意してください)。このフィルター
では、「以上」DOWNLOAD_COUNT の項目も除外されます。ただし200、現在のユーザーの年齢が「以
上」17 の場合に限ります。

フィルターの削除 (コンソール)
フィルターを削除すると、データセットグループのフィルターのリストからフィルターが削除されます。

Important

バッチ推論ジョブの進行中は、フィルターを削除できません。

フィルターを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [Dataset groups] (データセットグループ) のリストから、削除するフィルターを含むデータセットグ
ループを選択します。

3. ナビゲーションペインで、[Filters] (フィルター) を選択します。
4. フィルターのリストから、削除するフィルターを選択し、[View Details] (詳細を表示) を選択します。

フィルターの詳細ページが表示されます。
5. [Delete] (削除) を選択し、確認ダイアログボックスで削除を確認します。

リアルタイムレコメンデーションのフィルタリング 
(AWS CLI)
AWS CLI を使用してレコメンデーションをフィルタリングするには、フィルターを作成
し、GetRecommendations (p. 559) または GetPersonalizedRanking (p. 555) リクエストでフィルター 
ARN を指定してフィルターを適用します。
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Important

2020 年 11 月 10 日より前にデプロイされたパラメータとキャンペーンを使用してレコメンデー
ションを持つフィルターを使用してフィルタリングするには、UpdateCampaign (p. 541) コール
を使用してキャンペーンを再デプロイするか、新しいキャンペーンを作成する必要があります。

フィルターの作成 (AWS CLI)
次の create-filter 操作を使用して、フィルターを作成し、フィルター式を指定します。

Filter name をフィルターの名前に、Dataset group ARN をデータセットグループの Amazon リソー
スネーム (ARN) に、それぞれ置き換えます。サンプル filter-expression を独自のフィルター式に置
き換えます。

aws personalize create-filter \ 
  --name Filter name \ 
  --dataset-group-arn dataset group arn \ 
  --filter-expression "EXCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN (\"$CATEGORY\")" 

成功すると、フィルター ARN が表示されます。後で使用するために記録します。フィルターがアクティ
ブであることを確認するには、フィルターを使用する前に DescribeFilter (p. 466) 操作を使用します。

API の詳細については、「CreateFilter (p. 406)」を参照してください。例を含むフィルター式の詳細に
ついては、「フィルター式の作成 (p. 289)」を参照してください。

フィルターの適用 (AWS CLI)
get-recommendations または get-personalized-ranking 操作を使用する場合は、filter-arn
および任意のフィルター値をパラメータとして渡すことでフィルターを適用します。

get-recommendations 動作の例を次に示します。Campaign ARNUser IDをキャンペーンの Amazon 
リソースネーム (ARN) に、レコメンデーションを取得しているユーザーの ID に、およびFilter ARN
Filter の ARN に、それぞれ置き換えます。キャンペーンではなくレコメンデーションからレコメンデー
ションを受け取っている場合は--campaign-arn、recommender-arn代わりにを使用してレコメンダー
に ARN を提供してください。

式にパラメータがある場合は、filter-values オブジェクトを含めます。フィルター式の各パラメータ
について、パラメータ名 (大文字と小文字が区別されます) と値を指定します。例えば、フィルター式に
$GENRE パラメータがある場合は、キーとして「GENRE」を指定し、値として 1 つまたは複数のジャンル 
("Comedy" など) を指定します。複数の値はコンマで区切ります。例えば、"\"comedy\",\"drama\",
\"horror"\"。

Important

INCLUDE 要素を使用してアイテムを含めるフィルター式について、式で定義されているすべて
のパラメータの値を指定する必要があります。EXCLUDE 要素を使用してアイテムを除外する式を
含むフィルターについては、filter-values を省略できます。この場合、Amazon Personalize 
は、式のその部分を使用してレコメンデーションをフィルタリングしません。

aws personalize-runtime get-recommendations \ 
  --campaign-arn Campaign ARN \ 
  --user-id User ID \ 
  --filter-arn Filter ARN \ 
  --filter-values '{ 
      "Parameter name": "\"value\"", 
      "Parameter name": "\"value1\",\"value2\",\"value3\"" 
    }'
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フィルターの削除 (AWS CLI)
フィルターを削除するには、次の delete-filter 操作を使用します。filter ARN をフィルターの 
ARN に置き換えます。

aws personalize delete-filter --filter-arn Filter ARN

リアルタイムレコメンデーションのフィルタリング 
(AWS SDK)
AWS SDK を使用してレコメンデーションをフィルタリングするには、フィルターを作成
し、GetRecommendations (p. 559) または GetPersonalizedRanking (p. 555) リクエストでフィルター 
ARN を指定してフィルターを適用します。

Important

2020 年 11 月 10 日より前にデプロイされたパラメータとキャンペーンを使用してレコメンデー
ションを持つフィルターを使用してフィルタリングするには、UpdateCampaign (p. 541) コール
を使用してキャンペーンを再デプロイするか、新しいキャンペーンを作成する必要があります。

フィルターの作成 (AWS SDK)
CreateFilter (p. 406) 操作で新しいフィルターを作成します。次のコードは、フィルターを作成する方法
を示しています。データセットグループのフィルター名と Amazon リソースネーム (ARN) を指定し、フィ
ルター式を指定します。

SDK for Python (Boto3)

import boto3 
  
personalize = boto3.client('personalize') 
  
response = personalize.create_filter( 
    name = 'Filter Name', 
    datasetGroupArn = 'Dataset Group ARN', 
    filterExpression = 'EXCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ($CATEGORY)'
)  
filter_arn = response["filterArn"]
print("Filter ARN: " + filter_arn)

SDK for Java 2.x

public static String createFilter(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                 String filterName, 
                                 String datasetGroupArn, 
                                 String filterExpression) { 
    try { 
        CreateFilterRequest request = CreateFilterRequest.builder() 
                .name(filterName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .filterExpression(filterExpression) 
                .build(); 

        return personalizeClient.createFilter(request).filterArn(); 
    } 
    catch(PersonalizeException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
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        System.exit(1); 
    } 
    return "";
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateFilterCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});

// Set the filter's parameters.
export const createFilterParam = { 
  datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */ 
  name: 'NAME', /* required */ 
  filterExpression: 'FILTER_EXPRESSION' /*required */
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeClient.send(new 
 CreateFilterCommand(createFilterParam)); 
    console.log("Success", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

後で使用するためにフィルター ARN を記録します。フィルターがアクティブであることを確認するに
は、フィルターを使用する前に DescribeFilter (p. 466) 操作を使用します。 API の詳細については、
「CreateFilter (p. 406)」を参照してください。例を含むフィルター式の詳細については、「フィルター
式の作成 (p. 289)」を参照してください。

フィルターの適用 (AWS SDK)
get_recommendations または get_personalized_ranking メソッドを使用する場合
は、filterArn および任意のフィルター値をパラメータとして渡すことでフィルターを適用します。

次のコードは、Amazon Personalize のレコメンデーションをユーザー向けにフィルタリングする方法を
示しています。レコメンデーションを取得したいユーザーの ID、キャンペーンの Amazon リソースネー
ム (ARN)、および Filter の ARN を指定します。キャンペーンではなくレコメンデーションからレコメン
デーションを受け取っている場合はcampaignArn、recommenderArn代わりにを使用してレコメンダー
に ARN を提供してください。

filterValues の場合、フィルター式のオプションの各パラメータについて、パラメータ名 (大文字と小
文字が区別されます) と 1 つまたは複数の値を指定します。例えば、フィルター式に $GENRES パラメータ
がある場合は、キーとして「GENRES」を指定し、値として 1 つまたは複数のジャンル ("\"Comedy"\"
など) を指定します。複数の値については、各値をコンマで区切ります。例えば、"\"comedy\",
\"drama\",\"horror\""。

Important

INCLUDE 要素を使用してアイテムを含めるフィルター式について、式で定義されているすべて
のパラメータの値を指定する必要があります。EXCLUDE 要素を使用してアイテムを除外する式を
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含むフィルターについては、filter-values を省略できます。この場合、Amazon Personalize 
は、式のその部分を使用してレコメンデーションをフィルタリングしません。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize_runtime = boto3.client("personalize-runtime")

response = personalize_runtime.get_recommendations( 
    campaignArn = "Campaign ARN", 
    userId = "User ID", 
    filterArn = "Filter ARN", 
    filterValues = { 
      "Parameter name": "\"value1\"", 
      "Parameter name": "\"value1\",\"value2\",\"value3\"" 
      .... 
    }
)

SDK for Java 2.x

次の例では、2 つのパラメータを使用しています。1 つは 2 つの値を持ち、もう 1 つは 1 つの
値を持ちます。フィルター式に応じて、コードを変更して、parameterName フィールドおよび 
parameterValue フィールドを追加または削除します。

public static void getFilteredRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient, 
                                   String campaignArn, 
                                   String userId, 
                                   String filterArn, 
                                   String parameter1Name, 
                                   String parameter1Value1, 
                                   String parameter1Value2, 
                                   String parameter2Name, 
                                   String parameter2Value){ 

    try { 

        Map<String, String> filterValues = new HashMap<>(); 

        filterValues.put(parameter1Name, String.format("\"%1$s\",\"%2$s\"", 
                parameter1Value1, parameter1Value2)); 
        filterValues.put(parameter2Name, String.format("\"%1$s\"", 
                parameter2Value)); 

        GetRecommendationsRequest recommendationsRequest = 
 GetRecommendationsRequest.builder() 
                .campaignArn(campaignArn) 
                .numResults(20) 
                .userId(userId) 
                .filterArn(filterArn) 
                .filterValues(filterValues) 
                .build(); 

        GetRecommendationsResponse recommendationsResponse = 
 personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest); 
        List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList(); 

        for (PredictedItem item: items) { 
            System.out.println("Item Id is : "+item.itemId()); 
            System.out.println("Item score is : "+item.score()); 
        } 
    } catch (PersonalizeRuntimeException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
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        System.exit(1); 
    }
}

SDK for JavaScript v3

// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetRecommendationsCommand } from 
  "@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here:
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});

// Set recommendation request parameters.
export const getRecommendationsParam = { 
  campaignArn: 'CAMPAIGN_ARN', /* required */ 
  userId: 'USER_ID',      /* required */ 
  numResults: 15,    /* optional */ 
  filterArn: 'FILTER_ARN',   /* required to filter recommendations */ 
  filterValues: { 
    "PROPERTY": "\"VALUE\""  /* Only required if your filter has a placeholder 
 parameter */ 
  }
}

export const run = async () => { 
  try { 
    const response = await personalizeRuntimeClient.send(new 
 GetRecommendationsCommand(getRecommendationsParam)); 
    console.log("Success!", response); 
    return response; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

フィルターの削除 (AWS Python SDK)
フィルターを削除するには、次の delete_filter の方法を使用します。filter ARN をフィルターの 
ARN に置き換えます。

import boto3
personalize = boto3.client("personalize")

response = personalize.delete_filter( 
  filterArn = "filter ARN"
)

バッチレコメンデーションとユーザーセグメントの
フィルタリング (カスタムリソース)

バッチレコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリングは、リアルタイムレコメンデーション
のフィルタリングとほぼ同じように機能します。で説明されているのと同じワークフローに従いますバッ
チレコメンデーションとユーザーセグメントの取得 (カスタムリソース) (p. 242)。バッチレコメンデー
ションまたはユーザーセグメントをフィルタリングするには、次の操作を行います。
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1. リアルタイムのレコメンデーションを作成するのと同じように、フィルターを作成します。詳細につい
ては、リアルタイムレコメンデーションのフィルタリング (p. 294)を参照してください。

2. 「。」の説明に従って、入力データを準備し、Amazon S3バッチ入力データの準備とインポー
ト (p. 244) にアップロードします。

フィルターがプレースホルダーパラメーターを使用する場合は、filterValuesオブジェクトを追加す
る必要があります。詳細については、「入力 JSON にフィルター値を指定する (p. 304)」を参照して
ください。フィルターがプレースホルダーパラメーターを使用しない場合、入力および出力 JSON の
例 (p. 245)入力データは次の例のとおりになります。

3. フォルダまたは別の Amazon S3 バケットのいずれかで、出力データ用に個別の場所を作成します。
4. バッチ推論ジョブまたはバッチセグメントジョブを作成し (p. 253) (p. 248)、フィルターの Amazon リ

ソースネーム (ARN) を指定します。
5. バッチ推論ジョブまたはバッチセグメントジョブが完了したら、Amazon S3 の出力場所からレコメン

デーションまたはユーザーセグメントを取得します。

トピック
• 入力 JSON にフィルター値を指定する (p. 304)
• バッチワークフローのフィルタリング (コンソール) (p. 305)
• バッチワークフローのフィルタリング (AWSSDK) (p. 305)

入力 JSON にフィルター値を指定する
など、プレースホルダーパラメータを持つフィルターについては$GENRE、入力 JSONfilterValues
のオブジェクトのパラメータ値を指定する必要があります。filterValuesオブジェクトの場合、各
キーはパラメータ名です。各値は、パラメータとして渡す基準です。各値をエスケープした引用符で囲み
ます:"filterValues":{"GENRES":"\"drama\""}. 複数の値については、各値をコンマで区切りま
す。"filterValues":{"GENRES":"\"horror\",\"comedy\",\"drama\""}

Batch 推論ジョブの入力 JSON の例

バッチ推論ジョブの JSON 入力ファイルの最初の数行の例を次に示します。この例には、filterValues
オブジェクトが含まれています。GENRES キーは、フィルター式の $GENRES プレースホルダーに対応し
ます。この例のジョブは、User-Personalization レシピを使用しています。RELATED_itemId EMS レシピ
の場合は、userId の代わりにアイテム ID を指定します。PERSONALIZED_RANKING レシピの場合は、
ユーザ ID とアイテムリストを指定します。

{"userId": "5","filterValues":{"GENRES":"\"horror\",\"comedy\",\"drama\""}}
{"userId": "3","filterValues":{"GENRES":"\"horror\",\"comedy\""}}
{"userId": "34","filterValues":{"GENRES":"\"drama\""}} 
     

レシピ別のバッチ推論ジョブ入力データのその他の例については、を参照してくださいバッチ推論ジョブ
の入力および出力 JSON の例 (p. 245)。これらの例を出発点として使用し、filterValues上記の例から
オブジェクトを追加できます。

Batch セグメントジョブの入力 JSON の例

バッチセグメントジョブのフィルター値を持つ JSON 入力ファイルの最初の数行の例を次に示しま
す。GENRES キーは、フィルター式の $GENRES プレースホルダーに対応します。

{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Comedy\" AND ITEMS.genres = \"Action
\"","filterValues":{"COUNTRY":"\"Japan\""}}
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{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Horror\"","filterValues":{"COUNTRY":"\"United States
\"\""}}
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Action\" AND ITEMS.genres = \"Adventure
\"","filterValues":{"COUNTRY":"\"England\""}} 
     

レシピ別のバッチ推論ジョブ入力データのその他の例については、を参照してくださいバッチセグメント
ジョブの入力および出力 JSON の例 (p. 247)。これらの例を出発点として使用し、filterValues上記の
例からオブジェクトを追加できます。

バッチワークフローのフィルタリング (コンソール)
Amazon Personalize コンソールでバッチワークフローをフィルタリングするには、フィルターを作成して
から、バッチ推論ジョブまたはバッチセグメントジョブを作成し、フィルターを選択します。詳細な手順
については、「」バッチ推論ジョブの作成 (コンソール) (p. 248) と「」を参照してくださいバッチセグメ
ントジョブの作成 (コンソール) (p. 253)。

バッチワークフローのフィルタリング (AWSSDK)
AWSSDK でバッチレコメンデーションをフィルタリングするには、フィルターを作成し
て、FilterArnCreateBatchInferenceJob (p. 375)CreateBatchSegmentJob (p. 379)またはリクエスト
にパラメーターを含めます。

次のコードは、を使用してフィルターを使用してバッチ推論ジョブを作成する方法を示していますAWS 
SDK for Python (Boto3)。出力データには別の場所 (フォルダまたは別の Amazon S3 バケット) を使用する
ことをお勧めします。すべてのフィールドの詳細については、を参照してくださいバッチ推論ジョブの作
成 (AWS SDK) (p. 249)。

import boto3 
      
personalize = boto3.client("personalize") 
  
personalize_rec.create_batch_inference_job ( 
    solutionVersionArn = "Solution version ARN", 
    jobName = "Batch job name", 
    roleArn = "IAM role ARN", 
    filterArn = "Filter ARN", 
    jobInput =  
        {"s3DataSource": {"path": "S3 input path"}}, 
    jobOutput =  
        {"S3DataDestination": {"path": "S3 output path"}}
) 
         

305



Amazon Personalize デベロッパーガイド
ガイドラインと要件

推奨事項の影響の測定
顧客がレコメンデーションに反応するにつれて、レコメンデーションが目標達成にどのように役立ってい
るかを測定できます。視聴時間やクリック数が最も多いリソースなど、どのキャンペーンやレコメンダー
が最も影響力があるかを特定できます。また、Amazon Personalize レコメンデーションのパフォーマン
スを、サードパーティのサービスによって生成されるレコメンデーションのパフォーマンスと比較できま
す。

レコメンデーションの影響を測定するには、指標アトリビューションを作成します。指標アトリビュー
ションでは、インポートしたインタラクションやアイテムのデータ、指定した指標に基づいてレポート
が作成されます。たとえば、ユーザーが視聴した映画の合計再生時間やクリックイベントの総数などで
す。Amazon Personalize は 15 分間のウィンドウで計算を集計します。 PutEvents 一括データおよびイン
クリメンタルデータの場合、Amazon Personalize はメトリクスレポートを Amazon に自動的に送信しま
す CloudWatch。バルクデータの場合は、レポートを Amazon S3 バケットに発行することを選択できま
す。

インポートするインタラクションごとに、さまざまなキャンペーン、レコメンダー、サードパーティを比
較するためのソースデータを含めます。ユーザーに表示したレコメンデーションのレコメンデーション ID 
や、サードパーティなどのイベントソースを含めることができます。

たとえば、2 人の Amazon Personalize レコメンダーからのおすすめ映画を表示する動画ストリーミ
ングアプリがあるとします。どのレコメンダーが最も多くの視聴イベントを生成しているかを知り
たい場合は、視聴イベントの総数を追跡する指標アトリビューションを作成できます。次に、ユー
ザーがレコメンデーションを操作するときの視聴イベントを記録し、各イベントに含めることができ
ます。recommendationIdAmazon PersonalizerecommendationId はを使用して各レコメンダー
を識別します。イベントを記録すると、両方のレコメンダーについて、15 分ごとに集計された視聴
イベントの合計が表示されます CloudWatch。recommendationIdイベントにまたはを含める方法
を示すコードサンプルについては、を参照してくださいイベント指標とアトリビューションレポー
ト (p. 270)。eventAttributionSource

トピック
• ガイドラインと要件 (p. 306)
• メトリクスアトリビューションの作成 (p. 309)
• 指標アトリビューションの管理 (p. 312)
• 結果の公開と表示 (p. 317)

ガイドラインと要件
Amazon Personalize は、メトリックスアトリビューションを作成した後にのみ、レコメンデーションの影
響の計算とレポートを開始します。最も完全な履歴を作成するには、インタラクションデータをインポー
トする前に指標アトリビューションを作成することをおすすめします。Amazon Personalize コンソール
でインタラクションデータセットのインポートジョブを作成すると、新しいタブでメトリックスアトリ
ビューションを作成することができます。その後、インポートジョブに戻って完了できます。

指標のアトリビューションを作成してイベントを記録したり、一括データをインポートしたりすると、 
CloudWatch 指標ごとに月額費用が発生します。 CloudWatch 価格については、Amazon CloudWatch の料
金ページを参照してください。へのメトリクスの送信を停止するには CloudWatch、メトリクスのアトリ
ビューションを削除します (p. 316)。

レコメンデーションの影響を経時的に確認するには、顧客がレコメンデーションを操作している間にデー
タをインポートし続けてください。すでにデータをインポートしている場合でも、指標アトリビューショ
ンを作成して、レコメンデーションの影響の測定を開始できます。ただし、Amazon Personalize では、作
成前にインポートしたデータについてはレポートされません。
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指標アトリビューションを含むレポートを生成するためのガイドラインと要件は次のとおりです。

• データにアクセスしてデータを入力するには、Amazon Personalize のアクセス権限を付与する必要
があります CloudWatch。IAM ポリシーの例については、「Amazon Personalize のアクセス権の付与 
CloudWatch (p. 307)」を参照してください。

• Amazon S3 にメトリックスを公開するには、Amazon Personalize にバケットへの書き込み権限を付
与します。また、メトリックスアトリビューションでバケットパスを指定する必要があります。IAM 
ポリシーの例については、「Amazon S3 バケットへのアクセス権を Amazon Personalize に付与す
る (p. 308)」を参照してください。

• メトリクスを公開するには CloudWatch、レコードの経過日数が 14 日未満である必要があります。デー
タが古い場合、これらのレコードは計算やレポートに含まれません。

• 重複するイベント（すべての属性が完全に一致するイベント）をインポートすると、不正確なメトリッ
クを含む予期しない動作が発生する可能性があります。インポートする前に一括データから重複レコー
ドを削除し、PutEvents操作で重複するイベントをインポートしないことをお勧めします。

• EVENT_TYPEインタラクションデータセットには列が必要です。
• データセットグループごとに最大 1 つのメトリクスアトリビューションを作成できます。各指標アトリ

ビューションには、最大で 10 個の指標を設定できます。

ソースを比較するには、recommendationId各インタラクションイベントにまたはを含める必要がありま
すeventAttributionSource。最大100のユニークなイベントアトリビューションソースを提供できま
す。PutEvents のコードの例については、「イベント指標とアトリビューションレポート (p. 270)」を参
照してください。

• を提供するとrecommendationId、Amazon Personalize が自動的にソースキャンペーンまたはレコメ
ンダーを特定し、レポートの EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE 列で識別します。

• 両方の属性を指定した場合、Amazon Personalize はのみを使用しますeventAttributionSource。
• ソースを指定しない場合、Amazon PersonalizeSOURCE_NAME_UNDEFINED はレポートでそのソースに

ラベルを付けます。

トピック
• Amazon Personalize のアクセス権の付与 CloudWatch (p. 307)
• Amazon S3 バケットへのアクセス権を Amazon Personalize に付与する (p. 308)

Amazon Personalize のアクセス権の付与 CloudWatch
Important

アクセス権限を付与すると、Amazon Personalize CloudWatch は少量のデータを入力して検証し
ます。この場合、1 回限りの費用は 0.30 USD 未満になります。 CloudWatch 料金の詳細につい
ては、Amazon CloudWatch 料金表を参照してください。

Amazon Personalize にへのアクセス権を付与するには CloudWatch、PutMetricDataアクションを使
用する権限をロールに付与する新しいAWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを Amazon 
Personalize CloudWatch サービスロールにアタッチします。次のポリシー例では、PutMetricData権限
を付与しています。

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

Amazon S3 バケットへのアクセス権を Amazon 
Personalize に付与する
Amazon Personalize に Amazon S3 バケットへのアクセス権を付与するには:

• PutObjectバケットでアクションを使用する権限をロールに付与する IAM ポリシーを Amazon 
Personalize サービスロールにアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

• PutObjectアクションを使用するための許可を、Amazon Personalize プリンシパルに付与するバケッ
トポリシーを、出力の Amazon S3 バケットにアタッチします。

暗号化にAWS Key Management Service (AWS KMS) を使用している場合は、キーを使用するための許
可を、Amazon Personalize と Amazon Personalize の IAM サービスロールに付与する必要があります。
詳細については、「AWS KMSキーAmazon Personalize ユーザーにアタッチする (p. 27)」を参照してく
ださい。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "personalize.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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メトリクスアトリビューションの作成
Important

指標のアトリビューションを作成してイベントを記録したり、一括データをインポートし
たりすると、 CloudWatch 指標ごとに月額費用が発生します。 CloudWatch 価格について
は、Amazon CloudWatch の料金ページを参照してください。へのメトリクスの送信を停止するに
は CloudWatch、メトリクスのアトリビューションを削除します (p. 316)。

指標レポートの生成を開始するには、指標アトリビューションを作成し、インタラクションデータをイン
ポートします。メトリクスアトリビューションを作成するとき、レポートするイベントタイプのリストを
指定します。イベントタイプごとに、Amazon Personalize がデータを収集するときに適用する関数を指定
します。SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)SAMPLECOUNT()使用可能な機能にはとがあります。

たとえば、オンライン動画ストリーミングアプリを使用していて、おすすめのクリックスルー率と視聴し
た映画の合計再生時間の 2 つの指標を追跡したいとします。この場合、LENGTHアイテムデータセットの
各動画には属性が含まれます。指標アトリビューションを作成し、それぞれイベントタイプと機能を持つ 
2 つの指標を追加します。1つ目は、ClickSAMPLECOUNT()関数付きのイベントタイプ用かもしれませ
ん。2つ目は、WatchSUM(Items.LENGTH)関数付きのイベントタイプ用かもしれません。

SUM()関数は Items データセットと Interactions データセットの数値列にのみ適用できます。SUM()アイ
テムデータセットの列に関数を適用するには、まずアイテムメタデータをインポートする必要がありま
す。

メトリクスアトリビューションは、Amazon Personalize コンソールAWS Command Line Interface、また
はAWS SDK を使用して作成できます。

トピック
• 指標アトリビューションの作成 (コンソール) (p. 309)
• 指標アトリビューションの作成 (AWS CLI) (p. 310)
• 指標アトリビューション (AWSSDK) の作成 (p. 311)

指標アトリビューションの作成 (コンソール)
Amazon Personalize コンソールでメトリクスアトリビューションを作成するには、メトリックアトリ
ビューションページに移動し、[メトリックスアトリビューションの作成] を選択します。メトリックスア
トリビューションを作成するときは、オプションの Amazon S3 バケットパス、Amazon Personalize IAM 
サービスロール、およびレポートするメトリックスのリストを指定します。

Amazon Personalize コンソールでインタラクションデータセットのインポートジョブを作成すると、新し
いタブでメトリックスアトリビューションを作成することができます。その後、インポートジョブに戻っ
て完了できます。すでに「指標アトリビューションの設定」ページを開いている場合は、手順4に進んでく
ださい。

メトリクスアトリビューションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. 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 [メトリクス] (メトリクス) (メトリクス) (メトリクス) をクリックします。
4. 「指標アトリビューションの詳細」で、「指標アトリビューションの作成」を選択します。
5. 指標アトリビューションの設定ページで、指標アトリビューションに名前を付けます。
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6. Amazon S3 データ出力パスの Amazon S3 データ出力パスに、メトリックスを、送信先の Amazon S3 
バケットを入力します。これにより、データセットのインポートジョブを作成するたびにメトリクス 
(メトリクス) を公開できます。次の構文を使用します。

s3://<name of your S3 bucket>/<folder> path>
7. AWS KMS を暗号化に使用している場合、KMS キー ARN には、AWS KMS キーの Amazon リソー

スネーム (ARN) を入力します。キーを使用するための許可を、Amazon Personalize と Amazon 
Personalize の IAM サービスロールに付与する必要があります。詳細については、「AWS KMSキー
Amazon Personalize ユーザーにアタッチする (p. 27)」を参照してください。

8. [IAM role] (IAM role) で、新しいサービスロールを作成するか、既存のロールを使用するか選択しま
す。PutMetricData選択するロールには権限が必要です CloudWatch。Amazon S3 に公開するに
は、ロールに Amazon S3PutObject バケットのアクセス許可が必要です。

で作成したロールを使用するにはAmazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)、 CloudWatch と 
Amazon S3 のポリシーを追加する必要がある場合があります。

ポリシーの例については、「」Amazon Personalize のアクセス権の付与 CloudWatch (p. 307)
と「」を参照してくださいAmazon S3 バケットへのアクセス権を Amazon Personalize に付与す
る (p. 308)。

9. [Next] (次へ) を選択します。
10. 「指標属性の定義」ページで、指標の定義方法を選択します。ビルダーツールを使用するには、「指

標属性の作成」を選択します。指標を JSON 形式で入力するには、[指標属性を入力] を選択します。

• [指標属性の作成] を選択した場合は、指標ごとに名前とイベントタイプを指定し、関数を選択しま
す。SUM()関数については、列名を選択します。指標を追加するには、「指標属性を追加」を選択
します。

• [指標属性を入力] を選択した場合は、各指標を JSON 形式で入力します。メトリクスのフォーマッ
ト方法は次のとおりです。

{ 
    "EventType": "watch", 
    "MetricName": "MinutesWatchedTracker",  
    "MetricMathExpression": "SUM(Items.LENGTH)"
}

11. [Next] (次へ) を選択します。
12. 確認と作成ページで、新しい指標アトリビューションの詳細を確認します。設定を変更するには、[戻

る] を選択します。指標アトリビューションを作成するには、「作成」を選択します。メトリクスアト
リビューションが有効な場合は、データのインポートを開始して結果を表示できます。結果の表示に
ついては、を参照してください結果の公開と表示 (p. 317)。

指標アトリビューションの作成 (AWS CLI)
次のコードは、を使用してメトリクスアトリビューションを作成する方法を示していますAWS Command 
Line Interface。指定するロールには、Amazon S3PutMetricData CloudWatch バケットに対するアク
セス権限と、Amazon S3 に公開する場合は Amazon S3PutObject バケットのアクセス権限が必要で
す。で作成したロールを使用するにはAmazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)、 CloudWatch と 
Amazon S3 のポリシーを追加する必要がある場合があります。ポリシーの例については、「」Amazon 
Personalize のアクセス権の付与 CloudWatch (p. 307) と「」を参照してくださいAmazon S3 バケットへ
のアクセス権を Amazon Personalize に付与する (p. 308)。

各メトリックには、名前、イベントタイプ、式 (関数) を指定しま
す。SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)SAMPLECOUNT()使用可能な機能にはとがあります。SUM () 関
数の場合は、データセットのタイプと列名を指定します。例えば、SUM(Items.LENGTH)。各パラメータ
の詳細については、「」を参照してくださいを参照してくださいCreateMetricAttribution (p. 409)。
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aws personalize create-metric-attribution \
--name metric attribution name \
--dataset-group-arn dataset group arn \
--metrics-output-config "{\"roleArn\": \"Amazon Personalize service role ARN\", 
 \"s3DataDestination\":{\"kmsKeyArn\":\"kms key ARN\",\"path\":\"s3://bucket-name/folder-
name/\"}}" \
--metrics "[{ 
  \"eventType\": \"event type\", 
  \"expression\": \"SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)\", 
  \"metricName\": \"metric name\"
}]"

指標アトリビューション (AWSSDK) の作成
次のコードは、SDK for Python (Boto3) を使用してメトリクスアトリビューションを作成する方法を示し
ています。指定するロールには、Amazon S3PutMetricData CloudWatch バケットに対するアクセス権
限と、Amazon S3 に公開する場合は Amazon S3PutObject バケットのアクセス権限が必要です。で作成
したロールを使用するにはAmazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)、 CloudWatch と Amazon S3 
のポリシーを追加する必要がある場合があります。ポリシーの例については、「」Amazon Personalize の
アクセス権の付与 CloudWatch (p. 307) と「」を参照してくださいAmazon S3 バケットへのアクセス権
を Amazon Personalize に付与する (p. 308)。

各メトリックには、名前、イベントタイプ、式 (関数) を指定しま
す。SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)SAMPLECOUNT()使用可能な機能にはとがあります。SUM () 関
数の場合は、データセットのタイプと列名を指定します。例えば、SUM(Items.LENGTH)。各パラメータ
の詳細については、「」を参照してくださいを参照してくださいCreateMetricAttribution (p. 409)。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

metricsList = [{  
      "eventType": "event type", 
      "expression": "SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)", 
      "metricName": "metric name"
}]

outputConfig = { 
  "roleArn": "Amazon Personalize service role ARN",  
  "s3DataDestination": { 
    "kmsKeyArn": "key ARN",  
    "path": "s3://<name of your S3 bucket>/<folder>" 
  }
}
response = personalize.create_metric_attribution( 
  name = 'metric attribution name', 
  datasetGroupArn = 'dataset group arn', 
  metricsOutputConfig = outputConfig, 
  metrics = metricsList
)

metric_attribution_arn = response['metricAttributionArn']

print ('Metric attribution ARN: ' + metric_attribution_arn)

description = personalize.describe_metric_attribution( 
    metricAttributionArn = metric_attribution_arn)['metricAttribution']

print('Name: ' + description['name'])
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print('ARN: ' + description['metricAttributionArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x

public static String createMetricAttribution(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                             String eventType, 
                                             String expression, 
                                             String metricName, 
                                             String metricAttributionName, 
                                             String roleArn, 
                                             String s3Path, 
                                             String kmsKeyArn, 
                                             String datasetGroupArn) { 
    String metricAttributionArn = ""; 

    try { 

        MetricAttribute attribute = MetricAttribute.builder() 
                .eventType(eventType) 
                .expression(expression) 
                .metricName(metricName) 
                .build(); 

        ArrayList<MetricAttribute> metricAttributes = new ArrayList<>(); 
        metricAttributes.add(attribute); 

        S3DataConfig s3DataDestination = S3DataConfig.builder() 
                .kmsKeyArn(kmsKeyArn) 
                .path(s3Path) 
                .build(); 

        MetricAttributionOutput outputConfig = MetricAttributionOutput.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .s3DataDestination(s3DataDestination) 
                .build(); 

        CreateMetricAttributionRequest createMetricAttributionRequest = 
 CreateMetricAttributionRequest.builder() 
                .name(metricAttributionName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .metrics(metricAttributes) 
                .metricsOutputConfig(outputConfig) 
                .build(); 
        CreateMetricAttributionResponse createMetricAttributionResponse = 
 personalizeClient.createMetricAttribution(createMetricAttributionRequest); 

        metricAttributionArn = createMetricAttributionResponse.metricAttributionArn(); 
        System.out.println("Metric attribution ARN: " + metricAttributionArn); 
        return metricAttributionArn; 
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    } 
    return "";
}

指標アトリビューションの管理
メトリクスアトリビューションを作成した後、更新または削除できます。メトリックスアトリビューショ
ンを削除すると、Amazon Personalize PutEvents CloudWatch はインポートに関連するレポートやインク
リメンタルインポートに関するレポートの送信を停止します。
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トピック
• 指標アトリビューションの更新 (p. 313)
• メトリクスアトリビューションの削除 (p. 316)

指標アトリビューションの更新
指標のアトリビューションを更新すると、指標を追加および削除したり、その出力設定を変更したりでき
ます。メトリックスアトリビューションは、Amazon Personalize コンソール、、、AWS Command Line 
Interface、AWS SDKを使用して更新できます。

トピック
• 指標アトリビューションの更新 (コンソール) (p. 313)
• 指標アトリビューションの更新 (AWS CLI) (p. 313)
• 指標アトリビューション (AWSSDK) の更新 (p. 314)

指標アトリビューションの更新 (コンソール)
Amazon Personalize コンソールでメトリクスアトリビューションを更新するには、メトリックアトリ
ビューションページで変更を行います。

指標アトリビューションを更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. 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 [メトリクス] (メトリクス) (メトリクス) (メトリクス) をクリックします。
4. 一番下のセクションで、「メトリック属性」タブまたは「メトリックアトリビューション設定」タブ

を選択し、変更を開始します。

• 指標を追加または削除するには、「指標属性」タブを選択し、「属性の編集」を選択します。[指標
属性の編集] ページで変更を加え、[更新] を選択して変更を保存します。

• Amazon S3 出力バケットまたは IAM サービスロールを変更するには、[メトリックスアトリビュー
ション設定の編集] タブを選択し、[アトリビューション設定の編集] ページで変更を行います。[更
新] を選択して変更を保存します。

指標アトリビューションの更新 (AWS CLI)
指標アトリビューションを作成したら、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して指標
を追加および削除したり、その出力設定を変更したりできます。次のコードは、update-metric-
attributionコマンドを使用してメトリクスを削除する方法を示しています。

aws personalize update-metric-attribution \
--metric-attribution-arn metric attribution arn \
--remove-metrics metricName1 metricName2

次のコードは、メトリクスを追加し、新しい出力の設定を指定する方法を示しています。

aws personalize update-metric-attribution \
--metric-attribution-arn metric attribution arn \
--metrics-output-config "{\"roleArn\": \"new role ARN\", \"s3DataDestination\":{\"kmsKeyArn
\":\"kms key ARN\",\"path\":\"s3://new-bucket-name/new-folder-name/\"}}" \

313

https://console.aws.amazon.com/personalize/home


Amazon Personalize デベロッパーガイド
指標アトリビューションの更新

--add-metrics "[{ 
  \"eventType\": \"event type\", 
  \"expression\": \"SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)\", 
  \"metricName\": \"metric name\"
}]"

成功すると、Amazon Personalize は、更新したメトリクスアトリビューションの ARN を返します。すべ
てのパラメータの詳細なリストについては、を参照してくださいUpdateMetricAttribution (p. 544)。

指標アトリビューション (AWSSDK) の更新
メトリクスアトリビューションを作成した後、メトリクスの追加や削除、また出力の設定の変更を行うこ
とができます。次のコードは、指標アトリビューションから指標を削除する方法を示しています。

SDK for Python (Boto3)

import boto3 
             
personalize = boto3.client('personalize')

metricsToRemove = ["metricName1", "metricName2"] 
             
response = personalize.update_metric_attribution( 
  metricAttributionArn = "metric attribution ARN", 
  removeMetrics = metricsToRemove
)

SDK for Java 2.x

public static void removeMetrics(PersonalizeClient client, 
                                 String metricAttributionArn, 
                                 String metric1Name, 
                                 String metric2Name) { 

    ArrayList<String> metricsToRemove = new ArrayList<>(Arrays.asList(metric1Name, 
 metric2Name)); 
     
    try { 
     
        UpdateMetricAttributionRequest request = 
 UpdateMetricAttributionRequest.builder() 
                .metricAttributionArn(metricAttributionArn) 
                .removeMetrics(metricsToRemove) 
                .build(); 
                 
        UpdateMetricAttributionResponse response = 
 client.updateMetricAttribution(request); 
        System.out.println(response); 
         
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    }
}

次のコードは、メトリクスを追加し、新しい出力の設定を指定する方法を示しています。

SDK for Python (Boto3)

import boto3
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personalize = boto3.client('personalize')

newMetrics = [{  
      "eventType": "event type", 
      "expression": "SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)", 
      "metricName": "metric name"
}]

newOutputConfig = { 
  "roleArn": "Amazon Personalize service role ARN",  
  "s3DataDestination": { 
    "kmsKeyArn": "key ARN",  
    "path": "s3://<name of your S3 bucket>/<folder>" 
  }
}

response = personalize.update_metric_attribution( 
  metricAttributionArn = "metric attribution arn", 
  metricsOutputConfig = newOutputConfig, 
  addMetrics = newMetrics
)

SDK for Java 2.x

public static void addMetricsAndUpdateOutputConfig(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                                String metricAttributionArn, 
                                                String newMetric1EventType, 
                                                String newMetric1Expression, 
                                                String newMetric1Name, 
                                                String newMetric2EventType, 
                                                String newMetric2Expression, 
                                                String newMetric2Name, 
                                                String roleArn, 
                                                String s3Path, 
                                                String kmsKeyArn) { 
    try { 
     
        MetricAttribute newAttribute = MetricAttribute.builder() 
                .eventType(newMetric1EventType) 
                .expression(newMetric1Expression) 
                .metricName(newMetric1Name) 
                .build(); 
                 
        MetricAttribute newAttribute2 = MetricAttribute.builder() 
                .eventType(newMetric2EventType) 
                .expression(newMetric2Expression) 
                .metricName(newMetric2Name) 
                .build(); 

        ArrayList<MetricAttribute> newAttributes = new 
 ArrayList<>(Arrays.asList(newAttribute, newAttribute2)); 

        S3DataConfig newDataDestination = S3DataConfig.builder() 
                .kmsKeyArn(kmsKeyArn) 
                .path(s3Path) 
                .build(); 

        MetricAttributionOutput newOutputConfig = MetricAttributionOutput.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .s3DataDestination(newDataDestination) 
                .build(); 
                 
        UpdateMetricAttributionRequest request = 
 UpdateMetricAttributionRequest.builder() 
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                .metricAttributionArn(metricAttributionArn) 
                .metricsOutputConfig(newOutputConfig) 
                .addMetrics(newAttributes) 
                .build(); 
                 
        UpdateMetricAttributionResponse response = 
 personalizeClient.updateMetricAttribution(request); 
        System.out.println("New metrics added!"); 
        System.out.println(response); 
         
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    }
}

成功すると、Amazon Personalize は、更新したメトリクスアトリビューションの ARN を返します。すべ
てのパラメータの詳細なリストについては、を参照してくださいUpdateMetricAttribution (p. 544)。

メトリクスアトリビューションの削除
レポートが不要になった場合は、メトリクスのアトリビューションを削除できます。指標アトリビュー
ションを削除すると、その指標と出力設定がすべて削除されます。

メトリックスアトリビューションを削除すると、Amazon Personalize は、 PutEvents CloudWatch大量
のデータに関連するレポートや増分データに関するレポートの送信を自動的に停止します。Amazon S3 
CloudWatch にすでに送信または公開されたデータは影響を受けません。メトリックスアトリビューショ
ンは、Amazon Personalize コンソール、、、AWS Command Line Interface、AWS SDKを使用して削除で
きます。

トピック
• 指標アトリビューションの削除 (コンソール) (p. 316)
• 指標アトリビューションの削除 (AWS CLI) (p. 316)
• 指標アトリビューション (AWSSDK) の削除 (p. 317)

指標アトリビューションの削除 (コンソール)
指標アトリビューションの概要ページで指標アトリビューションを削除します。

メトリクスアトリビューションを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. 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 [メトリクス] (メトリクス) (メトリクス) (メトリクス) をクリックします。
4. [削除] を選択し、削除を確定します。

指標アトリビューションの削除 (AWS CLI)
でメトリックアトリビューションを削除するにはAWS CLI、delete-metric-attribution以下のコマ
ンドを使用します。

aws personalize delete-metric-attribution --metric-attribution-arn metric attribution ARN
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指標アトリビューション (AWSSDK) の削除
次のコードは、SDK for Python (Boto3) を使用してメトリクスアトリビューションを削除する方法を示し
ています。

SDK for Python (Boto3)

import boto3 
             
personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.delete_metric_attribution( 
  metricAttributionArn = 'metric attribution ARN'
)

SDK for Java 2.x

public static void deleteMetricAttribution(PersonalizeClient client, String 
 metricAttributionArn) { 

    try { 
     
        DeleteMetricAttributionRequest request = 
 DeleteMetricAttributionRequest.builder() 
                .metricAttributionArn(metricAttributionArn) 
                .build(); 
                 
        DeleteMetricAttributionResponse response = 
 client.deleteMetricAttribution(request); 
        if (response.sdkHttpResponse().statusCode() == 200) { 
            System.out.println("Metric attribution deleted!"); 
        } 
         
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    }
}

結果の公開と表示
Amazon Personalize は、 CloudWatch 各メトリクスのレポートをまたは Amazon S3 に送信します。

• PutEvents データおよびインクリメンタルバルクデータの場合、Amazon Personalize は自動的にメト
リックスをに送信します CloudWatch。でのレポートの表示と識別については CloudWatch、を参照して
くださいでの指標の表示 CloudWatch (p. 318)。

• すべてのバルクデータについて、メトリックスアトリビューションの作成時に Amazon S3 バケットを
指定すると、インタラクションデータのデータセットインポートジョブを作成するたびに Amazon S3 
バケットにメトリックスレポートを公開することを選択できます。

メトリクスレポートを Amazon S3 に発行の詳細については、「」を参照してくださいを参照してくだ
さいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださ
いを参照してくださいを参照してくださいメトリクス Amazon S3 への発行 (p. 318)。

トピック
• での指標の表示 CloudWatch (p. 318)
• メトリクス Amazon S3 への発行 (p. 318)
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での指標の表示 CloudWatch
Important

指標のアトリビューションを作成してイベントを記録したり、一括データをインポートし
たりすると、 CloudWatch 指標ごとに月額費用が発生します。 CloudWatch 価格について
は、Amazon CloudWatch の料金ページを参照してください。へのメトリクスの送信を停止するに
は CloudWatch、メトリクスのアトリビューションを削除します (p. 316)。

指標を表示するには CloudWatch、「指標のグラフ化」に記載されている手順を実行してください。グラ
フ化できる最小期間は 15 分です。検索語には、指標アトリビューションを作成したときに指標に付けた
名前を指定します。

メトリクスがどのように表示されるかの例を次に示します CloudWatch。この指標は、2 人の異なるレコメ
ンダーの 15 分ごとのクリックスルー率を示しています。

メトリクス Amazon S3 への発行
Amazon S3 にメトリックスを公開するには、メトリックスアトリビューションに Amazon S3 バケットへ
のパスを指定します。次に、データセットのインポートジョブを作成する際に、Amazon S3 にレポートを
発行します。

ジョブが完了すると、Amazon S3 バケットでメトリクスを確認できます。メトリクスを公開するたび
に、Amazon Personalize は Amazon S3 バケットに新しいファイルを作成します。ファイル名には、次の
ようなインポート方法と日付が含まれます。

AggregatedAttributionMetrics - ImportMethod - Timestamp.csv

メトリクスレポートの CSV ファイルの最初の数行がどのように表示されるかの例を次に示します。この例
の指標は、2人の異なるレコメンダーによる15分間隔での合計クリック数を報告します。各レコメンダー
は、EVENT_ATTRITION_SOURCE 列内の Amazon リソースネーム (ARN) によって識別されます。

METRIC_NAME,EVENT_TYPE,VALUE,MATH_FUNCTION,EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE,TIMESTAMP
COUNTWATCHES,WATCH,12.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender1Name,1666925124
COUNTWATCHES,WATCH,112.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender2Name,1666924224
COUNTWATCHES,WATCH,10.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender1Name,1666924224
COUNTWATCHES,WATCH,254.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender2Name,1666922424
COUNTWATCHES,WATCH,112.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender1Name,1666922424
COUNTWATCHES,WATCH,100.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender2Name,1666922424
......

318

http://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/graph_a_metric.html


Amazon Personalize デベロッパーガイド
メトリクス Amazon S3 への発行

.....

バルクデータのメトリクス Amazon S3 (コンソール) への発行
Amazon Personalize コンソールを使用して Amazon S3 バケットにメトリックスを公開するには、データ
セットのインポートジョブを作成し、[イベントメトリックスをS3に公開] で [このインポートジョブのメト
リックスを公開] を選択します。

step-by-step 手順については、を参照してくださいバルクレコードのインポート (コンソール) (p. 167)。

バルクデータのメトリクス Amazon S3 (AWS CLI) への発行
AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して Amazon S3 バケットにメトリッ
クスを公開するには、次のコードを使用してデータセットのインポートジョブを作成
し、publishAttributionMetricsToS3フラグを指定します。特定のジョブのメトリクスを公開しない
場合は、フラグを省略します。各パラメータの詳細については、「」を参照してくださいを参照してくだ
さいCreateDatasetImportJob (p. 399)。

aws personalize create-dataset-import-job \
--job-name dataset import job name \
--dataset-arn dataset arn \
--data-source dataLocation=s3://bucketname/filename \
--role-arn roleArn \
--import-mode INCREMENTAL \
--publish-attribution-metrics-to-s3

Amazon S3 (AWSSDK) へのバルクデータのメトリクスの公開
AWSSDK を使用して Amazon S3 バケットにメトリックスを公開するには、データセットのインポート
ジョブを作成し、truepublishAttributionMetricsToS3 に設定します。各パラメータの詳細について
は、「」を参照してくださいを参照してくださいCreateDatasetImportJob (p. 399)。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.create_dataset_import_job( 
    jobName = 'YourImportJob', 
    datasetArn = 'dataset_arn', 
    dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'}, 
    roleArn = 'role_arn', 
    importMode = 'INCREMENTAL', 
    publishAttributionMetricsToS3 = True
)

dsij_arn = response['datasetImportJobArn']

print ('Dataset Import Job arn: ' + dsij_arn)
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description = personalize.describe_dataset_import_job( 
    datasetImportJobArn = dsij_arn)['datasetImportJob']

print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetImportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x

public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient 
 personalizeClient, 
                                                      String jobName, 
                                                      String datasetArn, 
                                                      String s3BucketPath, 
                                                      String roleArn, 
                                                      ImportMode importMode, 
                                                      boolean publishToS3) { 

  long waitInMilliseconds = 60 * 1000; 
  String status; 
  String datasetImportJobArn; 
   
  try { 
      DataSource importDataSource = DataSource.builder() 
              .dataLocation(s3BucketPath) 
              .build(); 
       
      CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest = 
 CreateDatasetImportJobRequest.builder() 
              .datasetArn(datasetArn) 
              .dataSource(importDataSource) 
              .jobName(jobName) 
              .roleArn(roleArn) 
              .importMode(importMode) 
              .publishAttributionMetricsToS3(publishToS3) 
              .build(); 
   
      datasetImportJobArn = 
 personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest) 
              .datasetImportJobArn(); 
       
      DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest = 
 DescribeDatasetImportJobRequest.builder() 
              .datasetImportJobArn(datasetImportJobArn) 
              .build(); 
   
      long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 
   
      while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 
   
          DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient 
                  .describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest) 
                  .datasetImportJob(); 
   
          status = datasetImportJob.status(); 
          System.out.println("Dataset import job status: " + status); 
   
          if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
              break; 
          } 
          try { 
              Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
          } catch (InterruptedException e) { 
              System.out.println(e.getMessage()); 
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          } 
      } 
      return datasetImportJobArn; 
   
  } catch (PersonalizeException e) { 
      System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
  } 
  return "";
}
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Amazon Personalize リソースへのタ
グ付け

タグは、特定のタイプの Amazon Personalize リソースなど、Amazon PersonalizeAWS 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。リソースには、最大 50 個のタグを含めることができます。

タグを使用すると、リソースを目的、環境、その他の条件などさまざまな方法で分類および管理すること
ができます。たとえば、タグを使用して収益をさまざまな部門に分配したり、さまざまなリソースの開発
環境を特定したりできます。

Amazon Personalizes のリソースをタグで取得するには、Resource Groups タグ付け API GetResources 
の操作でフィルターを使用できます。詳細については、『GetResourcesResource Groups タギング API 
API リファレンス』の「」を参照してください。

以下のタイプの Amazon Personalize リソースにタグを追加できます。

• Batch 推論ジョブ
• Batch セグメントジョブ
• キャンペーン
• データセット
• データセットグループ
• データセットのインポートとエクスポートのジョブ
• イベントトラッカー
• フィルター
• レコメンダー
• 解決方法
• ソリューションバージョン

トピック
• タグの管理 (p. 322)
• Amazon Personalize リソースにタグを追加する (p. 323)
• IAMポリシーでタグを使用する (p. 327)

タグの管理
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、Amazon Personalize のデータセットグループに 2 つのバージョンがある場合 (1 つは内部
テスト用と本番用の)、Environment両方のプロジェクトにタグキーを割り当てます。タグのタグ値
は、EnvironmentTestProductionデータセットグループの一方のバージョン用と他方のバージョン用
の場合があります。

タグには以下の制限があります。
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• リソースあたりのタグの最大数 - 50 件
• キーの最大長 - UTF-8 の 128 Unicode 文字
• 値の最大長 - UTF-8 の 256 Unicode 文字
• タグのキーと値には、A～Z、0～9、スペース、_ を使用できます。:/= + @ — (ハイフン)。これ

は、AWSタグをサポートするサービス全体で使用できる標準の文字セットです。一部のサービスは追加
のシンボルをサポートしています。

• タグキーとタグ値は大文字が区別されます。
• タグキーは、関連する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、1 つのタグ値のみを

与えることができます。
• タグキーとタグ値の先頭をで始めることはできませんaws:。 AWSサービスは、aws:で始まるタグを適

用しますが、それらのタグは変更できません。タグ制限にはカウントされません。
• 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。

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。

• AWSAWS一般参考文献のタグ付け原則
• AWSタグ付け戦略 (ダウンロード可能な PDF)
• AWSAWSIAM ユーザーガイドのアクセス制御
• AWSAWS Organizationsユーザーガイドのタグ付けポリシー

Amazon Personalize リソースにタグを追加する
Amazon Personalize リソースからタグキーと値を追加、更新するには、Amazon Personalize リソースか
らタグキーと値を追加、更新、Amazon Personalize リソースから Amazon Personalize リソースからタグ
キーと値を追加、AWS Command Line Interface更新、Amazon Personalize リソースからタグキーと値を
追加、更新AWS CLIAWS 次の例では、Amazon Personalize のデータセットグループにタグを追加する方
法を示しています。他の Amazon Personalize リソースにも同じ方法でタグを追加できます。コンソール
の Tags オプションを使用するか、AWS CLIまたは SDK の Tags パラメータを使用します。

トピック
• タグの追加 (コンソール) (p. 323)
• タグを追加する (AWS CLI) (p. 324)
• タグ (AWSSDK) の追加 (p. 324)

タグの追加 (コンソール)

Amazon Personalize でリソースを作成するときに、Amazon Personalize コンソールでオプションのタグ
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。

新しいデータセットグループにタグを追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/personalize/home で Amazon Personalize コンソールを開き、アカ
ウントにサインインします。

2. [データセットグループの作成] を選択します。
3. [名前] に名前を入力します。
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4. 「ドメイン」で、ドメインを選択します。
5. [タグ] セクションを展開し、[新しいタグを追加] を選択します。
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。

既存のリソースにタグを追加する方法も同様です。リソースを選択し、[タグ] フィールドを使用してタグ
を追加します。

タグを追加する (AWS CLI)
リソースを作成するとき、または既存のリソースにタグを追加するときにAWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用してタグを追加できます。

トピック
• リソース作成時のタグの適用 (p. 324)
• 既存のリソースにタグを追加する (p. 324)

リソース作成時のタグの適用
新しいリソースを作成し、そのリソースにタグを追加するにはAWS CLI、createリソースに適切なコマ
ンドを使用し、tagsパラメータと値を含めます。たとえば、次のコマンドは、EmyDatasetGroup コ
マースドメインにちなんで名付けられた新しいドメインデータセットグループを作成し、Environment次
のタグを追加します:Testタグ値を持つタグキー、OwnerxyzCorpタグキーと値。

aws personalize create-dataset-group \
--name myDatasetGroup \
--domain ECOMMERCE \
--tags tagKey=Environment,tagValue=Test tagKey=Owner,tagValue=xyzCorp

Amazon Personalize 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、Amazon PersonalizeAWS 
CLI リソー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
既存のリソースにタグを追加するには、tag-resourceコマンドを使用してリソースの ARN を指定
し、tags-modelパラメータにタグキーと値を指定します。

aws personalize tag-resource \
--resource-arn resource ARN \
--tags tagKey=key,tagValue=value

タグ (AWSSDK) の追加
AWSSDK を使用して、リソースの作成時にタグを追加したり、既存のリソースにタグを追加したりできま
す。

トピック
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• リソース作成時のタグの適用 (p. 325)
• 既存のリソースにタグを追加する (p. 326)

リソース作成時のタグの適用
新しいリソースを作成し、AWS SDK を使用してそのリソースにタグを追加するには、create適切
な方法を使用してください。tagsパラメータを使用して、各タグのキーと値のペアを指定します。た
とえば、次のコードでは、EmyDatasetGroup コマースドメインにちなんで名付けられた新しいドメ
インデータセットグループを作成し、Environment次のタグを追加します。Testタグ値を持つタグ
キー、OwnerxyzCorpタグキーと値。

SDK for Python (Boto3)

import boto3

personalize = boto3.client('personalize')

response = personalize.create_dataset_group( 
  name = 'myDatasetGroup' 
  domain = 'ECOMMERCE' 
  tags = [ 
    { 
      'tagKey': 'Environment', 
      'tagValue': 'Test' 
    }, 
    { 
      'tagKey': 'Owner', 
      'tagValue': 'xyzCorp'     
    } 
  ]     
)
dsg_arn = response['datasetGroupArn']

description = personalize.describe_dataset_group(datasetGroupArn = dsg_arn)
['datasetGroup']

print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['datasetGroupArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x

public static String createDomainDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                              String datasetGroupName, 
                                              String domain) { 
     
    try { 
          
        ArrayList <Tag> tags = new ArrayList<>(); 

        Tag tag1 = Tag.builder() 
                .tagKey("Environment") 
                .tagValue("Test") 
                .build(); 
        tags.add(tag1); 
        Tag tag2 = Tag.builder() 
                .tagKey("Owner") 
                .tagValue("xyzCorp") 
                .build(); 
        tags.add(tag2); 
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        CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest = 
 CreateDatasetGroupRequest.builder() 
                .name(datasetGroupName) 
                .domain(domain) 
                .tags(tags) 
                .build(); 
        return 
 personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn(); 
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    } 
    return "";
}

既存のリソースにタグを追加する
次のコードは、既存のリソースにタグを追加する方法を示しています。タグを追加するリソースネーム 
(ARN) を指定し、各タグのキーと値のペアを指定します。

SDK for Python (Boto3)

import boto3
personalize = boto3.client('personalize')

add_tags_response = personalize tag_resource( 
  resourceArn = "resourceArn", 
  tags = [ 
    { 
      'tagKey': 'Environment', 
      'tagValue': 'Test' 
    }, 
    { 
      'tagKey': 'Owner', 
      'tagValue': 'xyzCorp'     
    } 
  ]     
)

SDK for Java 2.x

public static void tagResource(PersonalizeClient personalizeClient,  
                                              String resourceArn, 
                                              String domain) { 
     
    try { 
          
         ArrayList <Tag> tagList = new ArrayList<>(); 

          Tag tag1 = Tag.builder() 
                  .tagKey("Environment") 
                  .tagValue("Test") 
                  .build(); 
          tags.add(tag1); 
          Tag tag2 = Tag.builder() 
                  .tagKey("Owner") 
                  .tagValue("xyzCorp") 
                  .build(); 
          tags.add(tag2); 
     
        TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder() 
                .resourceArn(resourceArn) 
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                .tags(tagList) 
                .build(); 
                 
        personalizeClient.tagResource(tagResourceRequest); 
        System.out.println("Tags have been added to "+ resourceArn); 
         
    } catch (PersonalizeException e) { 
        System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    } 
    return "";
}

IAMポリシーでタグを使用する
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
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、Ownerリソースタグの値がユーザー名となっているすべての Amazon Personalize 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": "personalize:*", 
         "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": [ 
                "personalize:CreateDataset", 
                "personalize:DeleteDataset" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:personalize:*:*:dataset/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:username" : "johndoe"} 
            } 
        }, 
        { 

327



Amazon Personalize デベロッパーガイド
IAMポリシーでタグを使用する

            "Effect": "Allow", 
            "Action": "personalize: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。
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トラブルシューティング
以下のトピックでは、Amazon Personalize で発生する可能性のあるエラーメッセージに関する一般的な質
問に対する回答とトラブルシューティングのアドバイスを提供します。Amazon Personalize がユースケー
スに適合しているかどうかを判断するためのクイックリファレンスについては、Amazon Personalize チー
トシートのAmazon Personalize サンプルrepository.

トピック
• よくある質問 (p. 329)
• エラーメッセージ (p. 332)

よくある質問
以下は、Amazon Personalize でのデータのインポート、トレーニング、モデルデプロイ、推奨事項、およ
びフィルターに関するよくある質問への回答です。

その他の質問と回答については、Amazon Personalize サンプルリポジトリの Amazon Personalize チート
シートを参照してください。

トピック
• データのインポートと管理 (p. 329)
• カスタムソリューションとソリューションバージョンの作成  (p. 330)
• モデル導入 (カスタムキャンペーン) (p. 330)
• レコメンデーション (p. 331)
• フィルターに関する推奨事項 (p. 331)

データのインポートと管理
バルクデータにはどのような形式を使用すればよいですか？

バルクデータはカンマ区切り値 (Comma-Separated Values) 形式である必要があります。CSV ファイルの
最初の行には、列ヘッダーが含まれている必要があります。CSV ファイルの列ヘッダーは、データセット
を作成するためにスキーマに対応している必要があります。データに ASCII でエンコードされていない文
字が含まれている場合は、CSV ファイルを UTF-8 形式でエンコードする必要があります。ヘッダーを引
用符 (") で囲まないでください。TIMESTAMP および CREATION_TIMESTAMP データは UNIX エポック時間
形式である必要があります。タイムスタンプデータの詳細については、を参照してくださいタイムスタン
プのデータ (p. 151)。スキーマの詳細については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を参照してくださ
い。

データフォーマットの詳細なガイドラインについては、を参照してくださいデータデータデータデータ
データデータデータ (p. 149)。データのフォーマット方法がわからない場合は、Amazon データラング
ラー ( SageMaker データラングラー) を使用してデータを準備できます。詳細については、「Amazon 
SageMaker データラングラーによるデータのインポート (p. 152)」を参照してください。

必要なトレーニングデータ

すべてのユースケース（ドメインデータセットグループ）とカスタムレシピについて、インタラクション
データには次のものが必要です。

• カタログ内のアイテムを操作するユーザーからの最低1000件のインタラクションレコード。これらのイ
ンタラクションは、一括インポート、ストリーミングイベント、あるいはその両方からのものである可
能性があります。
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• 25以上のユニークユーザーIDで、それぞれに少なくとも2回のインタラクションがある。

質の高いレコメンデーションについては、少なくとも1,000人のユーザーから少なくとも50,000回のインタ
ラクションを行い、それぞれ2回以上のインタラクションを行うことをお勧めします。

空の Interactions データセットから始めて、十分なデータを記録したら、新しく記録されたイベントのみ
を使用して、レコメンダー（ドメインデータセットグループ）またはカスタムソリューションバージョ
ンを作成できます。一部のレシピやユースケースでは、追加のデータ要件がある場合があります。ユース
ケース要件の詳細については、「」を参照してくださいドメインのユースケースの選択 (p. 97)。レシピ要
件の詳細については、を参照してくださいレシピの説明を表示します。 (p. 102)。

アイテムまたはユーザーの属性を更新する方法を教えてください。

Amazon PersonalizePutItems (p. 551)PutUsers (p. 553) コンソールまたはまたはオペレーションを使用
して、同じアイテム ID で属性が変更されたアイテムまたはユーザーをインポートします。

アイテムまたはユーザーを削除する方法

Amazon Personalize は、特定の商品やユーザーの削除をサポートしていません。アイテムやユーザーが
レコメンデーションに表示されないようにするには、フィルターを使用してアイテムを除外します。詳細
については、「レコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (p. 288)」を参照してくださ
い。

スキーマを削除する方法

DeleteSchema (p. 442)スキーマはオペレーションでのみ削除できます。Amazon Personalize コンソール
では、スキーマを削除することはできません。

カスタムソリューションとソリューションバージョン
の作成
どのレシピを使うべきですか？

使用する Amazon Personalize のレシピは、ユースケースによって異なります。ユースケースとレシピの
マッチングについては、を参照してくださいレシピの説明を表示します。 (p. 102)。Amazon Personalize 
チートシートには、ユースケースとレシピの情報も含まれています。

どのくらいの頻度でモデルを再トレーニングすべきですか？

再トレーニングを行うことで、カタログが拡大し、ユーザーが商品を操作しても、レコメンデーションの
関連性が保たれます。再トレーニングの頻度は、ビジネス要件と使用するレシピによって異なります。ほ
とんどのワークロードでは、トレーニングモードをに設定して新しいソリューションバージョンを毎週作
成することをお勧めしますFULL。これにより、データセットグループ内のデータセットからのトレーニン
グデータ全体に基づいて、新しいソリューションバージョンが作成されます。

詳細については、「レコメンデーションの関連性の維持 (p. 258)」を参照してください。

AutoML を使うべきでしょうか?

いいえ。代わりに、ユースケースをさまざまな Amazon Personalize レシピと一致させ、レシピを選択す
ることをお勧めします。ユースケースとレシピのマッチングについては、を参照してくださいレシピの説
明を表示します。 (p. 102)。

モデル導入 (カスタムキャンペーン)
キャンペーンの最大トランザクションスループットを設定する方法を教えてください。
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キャンペーンの最小スループットのみを設定できます。Amazon Personalize のキャンペーンを作成す
る場合、アプリケーションユーザー向けのリアルタイムのレコメンデーションを作成するための専用
のトランザクション容量を指定します。TPS を超えて増加した場合minProvisionedTPS、Amazon 
Personalize はプロビジョンド容量を自動的にスケールダウンしますが、下回ることはありませ
んminProvisionedTPS。詳細については、「1 秒あたりの最小プロビジョンドトランザクション数と
オートスケーリング (p. 221)」を参照してください。

キャンペーンの費用を確認するにはどうしたらいいですか？

Amazon Personalize Monitor プロジェクトは、Amazon Personalize CloudWatch キャンペーンのダッ
シュボード、カスタムメトリクス、使用率アラーム、およびコスト最適化機能を提供します。Amazon
Personalize サンプルリポジトリの Amazon パーソナライズ・モニターを参照してください。

レコメンデーション
私の Amazon Personalize モデルが品質に関する推奨事項を生成しているかどうかはどうすればわかりま
すか?

オフラインとオンラインの指標 (「」を参照メトリクスを使用してソリューションバージョンを評価す
る (p. 215)) とオンラインテスト (A/B テストなど) を使用して、使用しているソリューションバージョンの
パフォーマンスを評価します。テストの詳細については、「A/B テストを使用して Amazon Personalize に
よって生成されたレコメンデーションの有効性を測定する」を参照してください。

バッチ推論ジョブを削除する方法と、そのステータスが「アクティブ」なのはなぜですか?

バッチ推論ジョブは削除できません。バッチ推論ジョブのステータスがアクティブになると、ジョブは
完了します。出力した Amazon S3 バケットまたは出力フォルダでレコメンデーションにアクセスできま
す。ジョブが完了しても、バッチ推論ジョブによる追加コストは発生しません。ただし、Amazon S3 など
の他のサービスでは、入出力データストレージに追加料金がかかる場合があります。

シムが支援するキャンペーンで、メタデータに基づいて類似していないアイテムが推奨されるのはなぜで
すか？

SIMS は、Intervisionedsonalize を使用して類似性を判断しますが、色や価格などのアイテムメタデータで
はありません。SIMS は、Interactions データセットのユーザー履歴でアイテムの共起を識別して、類似ア
イテムを推奨します。詳細については、「SIMS の recipe (p. 134)」を参照してください。

1 GetRecommendations 回の API オペレーションで 500 を超えるアイテムを取得できますか?

500 は、1GetRecommendations (p. 559) 回で取得できる項目の最大数です。この値を増やすことはでき
ません。

フィルターに関する推奨事項
レコメンデーションが期待どおりにフィルタリングされないのはなぜですか？

これにはさまざまな理由で発生する可能性があります。

• フィルター式の形式または構文に問題がある可能性があります。正しくフォーマットされたフィルタ式
の例については、を参照してくださいフィルター式の例 (p. 291)。

• Amazon Personalize では、イベントタイプごとに、ユーザー 1 人あたり最大 100 件の最新のインタ
ラクションが考慮されます。これは調整可能なクォータです。Service Quotas コンソールを使用して
クォータの引き上げをリクエストできます。

詳細については、「レコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (p. 288)」を参照してく
ださい。

購入済みの商品をレコメンデーションから削除するにはどうしたらいいですか？
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E コマースドメインのデータセットグループでは、おすすめ (p. 102)X を閲覧したお客様はこちらも閲覧し
ました (p. 101)またはユースケースを使用してレコメンダーを作成した場合、Amazon Personalize は、指
定した userId とPurchaseイベントに基づいて、ユーザーが購入したアイテムを自動的にフィルタリング
します。

ドメインデータセットグループの他のユースケースやカスタムリソースについては、フィルターを
使用して購入したアイテムを削除してください。Purchasedデータにイベントタイプ属性を追加
し、PutItems操作による購入イベントを記録し、購入したアイテムをレコメンデーションから削除する
フィルターを作成します。例:

EXCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ("purchased")

詳細については、「レコメンデーションとユーザーセグメントのフィルタリング (p. 288)」を参照してく
ださい。

エラーメッセージ
以下のセクションでは、を有効にして Amazon Personalize のAmazon Personalize のAmazon Personalize 
のAmazon Personalize のAmazon Personalize のメッセージの一部とその説明を

トピック
• データのインポートと管理 (p. 332)
• ソリューションとソリューションバージョン (カスタムリソース) の作成 (p. 333)
• モデル導入 (カスタムキャンペーン) (p. 333)
• レコメンダー (ドメインデータセットグループ) (p. 333)
• レコメンデーション (p. 334)
• フィルターに関する推奨事項 (p. 334)

データのインポートと管理
エラーメッセージ:データの場所が無効です。

を有効にして Amazon S3 バケットの場所用に正しい構文を使用していることを確認してください。デー
タセットのインポートジョブでは、Amazon S3 のデータの場所として次の構文を使用します。

s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSVfilename>

CSV ファイルがフォルダにあり、1 つのデータセットのインポートジョブで複数のファイルをアップロー
ドする場合は、CSV ファイル名なしでこの構文を使用します。

エラーメッセージ: CreateDatasetImportJob オペレーションの呼び出し中にエラーが発生しました 
(LimitExceededException): PENDING または IN_PROGRESS ステータスのリソースが 5 つ以上ありま
す。

リージョンごとに、合計で 5 つの保留中または進行中のデータセットのインポートジョブを 5 つまで設定
できます。これは調整可能なクォータではありません。Amazon Personalize のクォータの一覧について
は、「」を参照してくださいAmazon Personalize エンドポイントとクォータ (p. 366)。

エラーメッセージ:データセットのデータインポートジョブを作成できませんでした... Amazon S3 のデー
タにアクセスするための権限が不十分です。 <dataset type>

アクセスポリシーを Amazon S3 バケットと Amazon Personalize のサービスロールにアタッチすることに
より、Amazon S3 リソースへのアクセス権を Amazon Personalize のサービスロールにアタッチすること
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バージョン (カスタムリソース) の作成

により、Amazon S3 リソースへのアクセス権を Amazon S3 バケットと Amazon S3 のリソース Amazon 
Personalize に対する、Amazon S3 リソースへのアクセスの付与 (p. 23) を参照してください。

暗号化にAWS Key Management Service (AWS KMS) を使用する場合、キーを使用するための許可を 
Amazon Personalize の IAM サービスロールに付与する必要があります。詳細については、「AWS KMS
キーAmazon Personalize ユーザーにアタッチする (p. 27)」を参照してください。

エラーメッセージ:データインポートジョブデータセットを作成できませんでした... 入力 CSV には次の列
がありません:[COLUMN_NAME, COLUMN_NAME]。 <dataset type>

Amazon Personalize にインポートするデータ (属性名やデータ型を含む) は、宛先データセットのスキー
マと一致する必要があります。詳細については、「データセットとスキーマ (p. 77)」を参照してくださ
い。

ソリューションとソリューションバージョン (カスタ
ムリソース) の作成
エラーメッセージ:作成に失敗しました。データセットのユーザーは 25 人未満で、それぞれ 2 つのインタ
ラクションを持つ 25 人未満の 1 つのインタラクションを持つ。

モデルをトレーニングする前に、さらにデータをインポートする必要があります。モデルをトレーニング
するための最小データ要件は次のとおりです。

• カタログ内のアイテムを操作するユーザーからの最低1000件のインタラクションレコード。これらのイ
ンタラクションは、一括インポート、ストリーミングイベント、あるいはその両方からのものである可
能性があります。

• 25以上のユニークユーザーIDで、それぞれに少なくとも2回のインタラクションがある。

リアルタイムのレコメンデーションについては、データセットのインポートジョブでより多くのデータを
インポートするか、PutEvents (p. 549)イベントトラッカーとオペレーションを使用してユーザーのイン
タラクションイベントをさらに記録してください。リアルタイムイベントの記録の詳細については、「イ
ベントの記録 (p. 261)」を参照してください。

バッチレsonalize の推奨の場合、データ量が増えたときにデータセットのインポートジョブを使用して
データをインポートします。バルクデータのインポートに関する詳細については、「」を参照してくださ
いステップ 2: データの準備 (p. 148)。

モデル導入 (カスタムキャンペーン)
エラー:キャンペーンを作成できません。5 つ以上のリソースが ACTIVE 状態です。いくつか削除して、も
う一度試してください。

データセットグループごとに、合計 5 つの Amazon Personalize キャンペーンをアクティブにすることが
できます。このクォータは調整可能で、Service Quotas コンソールを使用してクォータの引き上げをリク
エストできます。Amazon Personalize の制限とクォータの詳細なリストについては、「」を参照してくだ
さいAmazon Personalize エンドポイントとクォータ (p. 366)。

レコメンダー (ドメインデータセットグループ)
エラー:イベントタイプでフィルタリングした後、データセットのインタラクションが 1000 件未満になり
ました。 <event type>

ユースケースが異なれば、必要なイベントタイプも異なります。データには、ユースケースに必要なタイ
プのイベントが少なくとも 1000 個含まれている必要があります。詳細については、「ドメインのユース
ケースの選択 (p. 97)」を参照してください。
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レコメンデーション
Batch 推論ジョブのエラーメッセージ:無効な S3 入力パスまたは S3 出力パスが無効です

を有効にして Amazon S3 の入力場所または出力場所用に正しい構文を使用していることを確認してくだ
さい。また、出力場所が入力データと異なることを確認してください。同じ Amazon S3 バケットまたは
別のバケット内のフォルダでなければなりません。

Amazon S3 の入力ファイルの場所には、次の構文を使用します。s3://<name of your S3 bucket>/
<folder name>/<input JSON file name>

Amazon S3 の出力フォルダには次の構文を使用します。s3://<name of your S3 bucket>/
<output folder name>/

フィルターに関する推奨事項
エラーメッセージ:フィルターを作成できませんでした。入力記号が無効です... プレースホルダーは IN ま
たは EQ 演算子でのみ使用できます

プレースホルダーパラメータは範囲式では使用できません。= および IN 演算子のみを使用する式の場合、
ドル記号 ($) とパラメータ名を使用して、プレースホルダーパラメータを値として追加します。

詳細については、「フィルター式の要素 (p. 290)」を参照してください。

エラーメッセージ:フィルターを作成できませんでした。式が無効です... ブール型フィールドでフィルタリ
ングする場合

スキーマでブール型の値を使用してフィルタリングするフィルター式を作成することはできません。ブー
ル値に基づいてフィルタリングするには、Trueフィールド型のスキーマを使用しString、Falseデータ
で値を使用します。または、typeint または andlong0 の値とを使用できます1。

詳細については、「フィルター式の要素 (p. 290)」を参照してください。
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でのリソースの指定AWS 
CloudFormation

Amazon Personalize はAWS CloudFormationは、のモデル化して設定するためのサービスです。AWSリ
ソースとインフラストラクチャの作成と管理に費やす時間を短縮できるようにリソース。すべての内容を
説明するテンプレートを作成します。AWS指定できるリソース (Amazon Personalize データセットグルー
プなど)。AWS CloudFormationその後 は、それらのリソースをプロビジョニングして、設定します。

あなたが使っているときAWS CloudFormationでは、テンプレートを再利用して Amazon Personalize リ
ソースを同じように繰り返してセットアップできます。リソースを一度記述するだけで、同じリソースを
複数の AWS アカウント とリージョンで何度でもプロビジョニングできます。

トピック
• Amazon Personalize とAWS CloudFormationテンプレート (p. 335)
• 例AWS CloudFormationAmazon Personalize リソースのテンプレート (p. 335)
• AWS CloudFormation の詳細はこちら (p. 338)

Amazon Personalize とAWS CloudFormationテンプ
レート

Amazon Personalize および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS 
CloudFormationテンプレート。テンプレートは、JSON または YAML 形式のテキストファイルです。
これらのテンプレートは、AWS CloudFormation スタックでプロビジョニングするリソースについて記
述します。JSON または YAML に詳しくない場合は、AWS CloudFormation Designer を使用して AWS 
CloudFormation テンプレートの使用を開始できます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガ
イドの「AWS CloudFormationDesigner とは」を参照してください。

Amazon Personalize は、でのデータセット、データセットグループ、データセットインポートジョブ、ス
キーマ、およびソリューションの指定をサポートしています。AWS CloudFormation。詳細については、
「」を参照してください。Amazon Personalize リソースタイプリファレンスのAWS CloudFormationユー
ザーガイド。

例AWS CloudFormationAmazon Personalize リソー
スのテンプレート

以下のようになりますAWS CloudFormationテンプレート例では、異なる Amazon Personalize リソースの
指定方法を示します。

トピック
• CreateDatasetグループ (p. 336)
• CreateDataset (p. 336)
• CreateSchema (p. 337)
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• CreateSolution (p. 337)

CreateDatasetグループ
JSON

{ 
   "AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09", 
   "Resources":{ 
      "MyDatasetGroup": { 
            "Type": "AWS::Personalize::DatasetGroup", 
            "Properties": { 
               "Name": "my-dataset-group-name" 
            } 
      } 
   }
}          

YAML

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  MyDatasetGroup: 
    Type: 'AWS::Personalize::DatasetGroup' 
    Properties: 
      Name: my-dataset-group-name

CreateDataset
JSON

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
  "Resources": { 
    "MyDataset": { 
      "Type": "AWS::Personalize::Dataset", 
      "Properties": { 
        "Name": "my-dataset-name", 
        "DatasetType": "Interactions", 
        "DatasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:dataset-group/
dataset-group-name", 
        "SchemaArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:schema/schema-name", 
        "DatasetImportJob": { 
          "JobName": "my-import-job-name", 
          "DataSource": { 
            "DataLocation": "s3://bucket-name/file-name.csv" 
          }, 
          "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/personalize-role" 
        } 
      } 
    } 
  }
}

YAML

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
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CreateSchema

Resources: 
  MyDataset: 
    Type: 'AWS::Personalize::Dataset' 
    Properties: 
      Name: my-dataset-name 
      DatasetType: Interactions 
      DatasetGroupArn: 'arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:dataset-group/
dataset-group-name' 
      SchemaArn: 'arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:schema/schema-name' 
      DatasetImportJob: 
        JobName: my-import-job-name 
        DataSource: 
          DataLocation: 's3://bucket-name/file-name.csv' 
        RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/personalize-role'

CreateSchema
JSON

{ 
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Resources": { 
        "MySchema": { 
            "Type": "AWS::Personalize::Schema", 
            "Properties": { 
                "Name": "my-schema-name", 
                "Schema": "{\"type\": \"record\",\"name\": \"Interactions\", 
 \"namespace\": \"com.amazonaws.personalize.schema\", \"fields\": [ { \"name\": 
 \"USER_ID\", \"type\": \"string\" }, { \"name\": \"ITEM_ID\", \"type\": \"string\" }, 
 { \"name\": \"TIMESTAMP\", \"type\": \"long\"}], \"version\": \"1.0\"}" 
            } 
        } 
    }
}

YAML

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  MySchema: 
    Type: AWS::Personalize::Schema 
    Properties:  
      Name: "my-schema-name" 
      Schema: >- 
        {"type": "record","name": "Interactions", "namespace": 
        "com.amazonaws.personalize.schema", "fields": [ { "name": "USER_ID", 
        "type": "string" }, { "name": "ITEM_ID", "type": "string" }, { "name": 
        "TIMESTAMP", "type": "long"}], "version": "1.0"}

CreateSolution
JSON

{ 
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Resources": { 
        "MySolution": { 
            "Type": "AWS::Personalize::Solution", 

337



Amazon Personalize デベロッパーガイド
AWS CloudFormation の詳細はこちら

            "Properties": { 
               "Name": "my-solution-name", 
               "DatasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:dataset-
group/my-dataset-group-name", 
               "RecipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization", 
               "SolutionConfig": { 
                  "EventValueThreshold" : ".05" 
                } 
            } 
         } 
    }
}

YAML

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  MySolution: 
    Type: 'AWS::Personalize::Solution' 
    Properties: 
      Name: my-solution-name 
      DatasetGroupArn: >- 
        arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:dataset-group/my-dataset-group-name 
      RecipeArn: 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization' 
      SolutionConfig: 
        EventValueThreshold: '.05'

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormationの詳細については、以下のリソースを参照してください。

• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormationユーザーガイド
• AWS CloudFormation API リファレンス
• AWS CloudFormationコマンドラインインターフェイスユーザーガイド
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Amazon Personalize のセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、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から利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様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。Amazon 
Personalize は、データ暗号化を使用してデータを保護します。詳細については、「データ暗号
化 (p. 340)」を参照してください。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 Personalize 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 AWS 対
象範囲内のサービスのを参照してください。

• 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、Amazon Personalize 使用時における責任共有モデルの適用法を理解するのに役立ち
ます。以下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目的を満たすように Amazon Personalize 
を設定する方法について説明します。また、Amazon Personalize リソースのモニタリングとセキュア化に
役立つその他の AWS のサービスを使用する方法も学びます。

トピック
• Amazon Personalize でのデータ保護 (p. 339)
• Amazon Personalize のための Identity and Access Management (p. 341)
• Amazon Personalize でのログ記録とモニタリング (p. 356)
• Amazon Personalize のコンプライアンス検証 (p. 364)
• Amazon Personalize の耐障害性 (p. 365)
• Amazon Personalize のインフラストラクチャセキュリティ (p. 365)

Amazon Personalize でのデータ保護
Amazon Personalize でのデータ保護には、AWS の責任共有モデルが適用されます。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。顧客は、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 IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
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アク
セス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 が必要です。TLS 1.3 をお勧めします。

339

http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
http://aws.amazon.com/blogs/security/the-aws-shared-responsibility-model-and-gdpr/
http://aws.amazon.com/blogs/security/the-aws-shared-responsibility-model-and-gdpr/


Amazon Personalize デベロッパーガイド
データ暗号化

• 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 のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密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イスまたは 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。利用可能な 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。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由
形式のテキストフィールドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コン
ソール、API、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、AWS 
CLI、、、、、、、、、、AWS のサービスAWS名前に使用する自由記述のテキストフィールドやタグに入
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 URL を供給する場合は、
そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

データ暗号化
次の情報は、Amazon Personalize がデータを暗号化して保護する場所について説明しています。

保管中の暗号化
Amazon Personalize に保存されているデータはすべて、保管中は常に Amazon Personalize マネージド
AWS Key Management Service (AWS KMS) キーで暗号化されます。AWS KMSリソースの作成時に独自
のキーを指定すると、Amazon Personalize はそのキーを使用してデータを暗号化し、保存します。たとえ
ば、CreateDatasetGroup (p. 395)オペレーションでAWS KMS ARN を指定すると、Amazon Personalize 
はそのキーを使用して、そのデータセットグループに作成したデータセットにインポートしたデータを暗
号化して保存します。

キーを使用するには、Amazon Personalize および Amazon Personalize の IAM サービスロールを付与
する必要があります。詳細については、「AWS KMSキーAmazon Personalize ユーザーにアタッチす
る (p. 27)」を参照してください。

Amazon S3 でのデータ暗号化の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ド」の「暗号化を使用したデータの保護」を参照してください。AWS KMS独自のキーの管理について
は、『AWS Key Management Service開発者ガイド』の「キーの管理」を参照してください。

転送中の暗号化
Amazon Personalize では、TLSAWS と証明書を使用して、AWS他のサービスに送信されるデータを暗号
化します。AWS他のサービスとの通信はすべて HTTPS 経由で行われ、Amazon Personalize 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 Personalize 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、Amazon Personalize は Amazon PersonalizeAWS KMSAWS KMS キーまたはユーザーが提供
する任意のキーを使用してデータを暗号化します。

キーの管理
AWSAWS KMSすべてのデフォルトキーを管理します。AWS KMS所有しているキーを管理するのはあな
たの責任です。キーを使用するには、Amazon Personalize および Amazon Personalize の IAM サービス
ロールを付与する必要があります。詳細については、「AWS KMSキーAmazon Personalize ユーザーにア
タッチする (p. 27)」を参照してください。

AWS KMS独自のキーの管理については、『AWS Key Management Service開発者ガイド』の「キーの管
理」を参照してください。
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Amazon Personalize 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 Amazon 
Personalize リソースの使用を承認する (許可を付与する) 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. 341)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 341)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 344)
• IAM が Amazon Personalize で機能する方法 (p. 345)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 350)
• Amazon Personalize のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)
• Amazon Personalize 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. 355)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、Amazon Personalize で行う作業に応じて異
なります。

サービスユーザー – ジョブを実行するために Amazon Personalize サービスを使用する場合は、管理者か
ら必要な許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Amazon Personalize 機能を使用して作業を行う
場合は、追加の許可が必要になることがあります。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。Amazon Personalize の機能にアクセスできない場合は、
「Amazon Personalize 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. 355)」を参照してく
ださい。

サービス管理者 – 社内の Amazon Personalize リソースを担当している場合は、Amazon Personalize に
対する完全なアクセス権があると思われます。サービスのユーザーがどの Amazon Personalize 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。会社で Amazon Personalize と IAM を併用する方法の詳細については、「IAM が 
Amazon Personalize で機能する方法 (p. 345)」を参照してください。

IAM 管理者 – IAM 管理者には、Amazon Personalize へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細
を理解することが推奨されます。IAM で使用できる Amazon Personalize のアイデンティティベースポリ
シーの例を確認するには、「Amazon Personalize のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」
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。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
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は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。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。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「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、セキュリティ情報の提供を追加でリクエスト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、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「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。

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 
Account Management 全般のリファレンスガイド」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。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center 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「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) 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
を保有する 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 ユーザーとの長期的な認証情報が必要な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。
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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。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッド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。フェデレーティッド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詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) 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、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを 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
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見なされます。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。アク
ションに、ポリシー内の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 Personalize 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
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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、AWS アカウント 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。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

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。

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
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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。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、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
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、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アクセス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、アクセス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。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」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、顧客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 はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。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。

• 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 が Amazon Personalize で機能する方法
IAM を使用して Amazon Personalize へのアクセスを管理する前に、Amazon Personalize 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。
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Amazon Personalize で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Amazon Personalize サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 346) はい

リソースベースのポリシー (p. 346) いいえ

ポリシーアクション (p. 347) はい

ポリシーリソース (p. 348) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 348) はい

ACL (p. 349) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 349) はい

一時的な認証情報 (p. 349) はい

プリンシパル許可 (p. 350) はい

サービスロール (p. 350) はい

サービスにリンクされたロール (p. 350) いいえ

Amazon Personalize およびAWSのその他のサービスが大部分の IAM 機能とどのように動作するかに関す
るおおおまかな説明については、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。

Amazon Personalize の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のポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス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。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「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。

Amazon Personalize のアイデンティティベースのポリシーの例

Amazon Personalize のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon Personalize の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」を参照してください。

Amazon Personalize 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ
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リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする 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。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。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 Personalize のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれ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。

Amazon Personalize アクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「Amazon 
Personalize によって定義されたアクション」を参照してください。

Amazon Personalize のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

personalize

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "personalize:action1", 
      "personalize:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、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": "personalize:Describe*"

347

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_principal.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonpersonalize.html#amazonpersonalize-actions-as-permissions
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonpersonalize.html#amazonpersonalize-actions-as-permissions


Amazon Personalize デベロッパーガイド
IAM が Amazon Personalize で機能する方法

Amazon Personalize のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon Personalize の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」を参照してください。

Amazon Personalize ポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれ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 Personalize 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、「サービス認証リファ
レンス」の「Amazon Personalize で定義されるリソースタイプ」を参照してください。各リソースの 
ARN を指定できるアクションについては、「Amazon Personalize で定義されるアクション」を参照して
ください。

Amazon Personalize のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon Personalize の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」を参照してください。

Amazon Personalize のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれ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。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与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「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。
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Amazon Personalize 条件キーの一覧については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon 
Personalize の条件キー」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、
「Amazon Personalize で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon Personalize のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon Personalize の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」を参照してください。

Amazon Personalize の ACL

ACL のサポート いいえ

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制御します。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。

Amazon Personalize での ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon Personalize リソースのタグ付けの詳細については、「「」を参照してくださいAmazon 
Personalize リソースへのタグ付け (p. 322)。

リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するための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、「IAMポリシーでタグを使用する (p. 327)」を参照してください。

Amazon Personalize での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、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。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
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セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

Amazon Personalize のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

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ユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。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。アクションに、ポリシー内の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 Personalize 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。

Amazon Personalize のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、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。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Amazon Personalize の機能が破損する可能性がありま
す。Amazon Personalize が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

Amazon Personalize のサービスにリンクされたロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされている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、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

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、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
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のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。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は、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でそ
の許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これ
を防ぐために AWS では、顧客のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供していま
す。これには、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。

Amazon Personalize がリソースに対して別のサービスに与えるアクセス許可を制限するに
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountリソースポリシーでおよびグローバル条件コンテキストキー
を使用することをお勧めします。

Amazon Personalize が担当するロールでの混乱を防ぐため、aws:SourceArnロールの信頼ポリシーでの
値をに設定しますarn:aws:personalize:region:accountNumber:*。ワイルドカード (*) は、すべ
ての Amazon Personalize リソースに条件を適用します。

次の信頼関係ポリシーでは、Amazon Personalize にリソースへのアクセスを許可
し、aws:SourceArnaws:SourceAccountおよびグローバル条件コンテキストキーを使用して、「混乱
した代理」問題を回避します。Amazon Personalize (Amazon Personalize の IAM ロールの作成 (p. 21)) の
ロールを作成するときには、このポリシーを使用してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "personalize.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "accountNumber" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:personalize:region:accountNumber:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Amazon Personalize のアイデンティティベースのポ
リシーの例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Amazon Personalize リソースを作成または変更するアクセ
ス許可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (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、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、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「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Amazon Personalize で定義されるアクションとリソースタイ
プの詳細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Personalize 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。
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トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 352)
• AWS マネージドポリシー (p. 352)
• Amazon Personalize コンソールの使用 (p. 353)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 353)
• Amazon Personalize のリソースに対するフルアクセスの許可 (p. 354)
• Amazon Personalize のリソースに対する読み取り専用アクセスの許可 (p. 354)

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内で誰かが Amazon Personalize 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、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• 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 – AWS 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。

AWS マネージドポリシー
AWS マネージドポリシーは、AWS によって作成および管理されるポリシーです。Amazon 
PersonalizeAWS を使用する際に使用できる管理ポリシーの例を以下に示します。

AmazonPersonalizeFullAccess ポリシー

AWSAmazonPersonalizeFullAccess管理ポリシーを使用して、ユーザーに次の権限を付与できます。
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• すべての Amazon Personalize リソースにアクセスする
• Amazon でメトリクスを公開して一覧表示します。 CloudWatch
• バケット名に Personalize あるいは personalize が含まれる Amazon S3 バケット内のすべてのオ

ブジェクトをリスト化、読み込み、書き込み、削除します
• Amazon Personalize にロールを渡す

AmazonPersonalizeFullAccessは、必要以上のアクセス許可を提供します。必要な許可のみを付与す
る新しい IAM ポリシーを作成することをお勧めします (「」を参照Amazon Personalize にリソースへのア
クセス許可を付与する (p. 20))。

CloudWatchFullAccess

Amazon Personalize をモニタリングするための許可をモニタリングするための許可をモニタリングす
るための許可をモニタリングするための許可をモニタリングするための許可をモニタリングするには 
CloudWatch、CloudWatchFullAccessポリシーをモニタリングします。詳細については、「Amazon 
Personalize のモニタリング (p. 357)」を参照してください。

CloudWatchFullAccessこのポリシーはオプションで、以下のアクションに対するアクセス許可を付与
します。

• Amazon Personalize メトリクスを公開して一覧表示します。 CloudWatch
• メトリクスとメトリクス統計を表示します。
• メトリクスベースのアラームを設定します。

Amazon Personalize コンソールの使用
Amazon Personalize 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、の Amazon Personalize リソースに関する詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。最小
限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つ
エンティティ (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。

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

Amazon Personalize のリソースに対するフルアクセスの許可
次の例では、AWS アカウント内の IAM ユーザーにすべての Amazon Personalize リソースとアクションへ
のフルアクセスを付与します。

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

Amazon Personalize のリソースに対する読み取り専用アクセス
の許可
この例では、AWS アカウントの IAM ユーザーに、Amazon Personalize データセット、データセットグ
ループ、ソリューション、キャンペーンなどの Amazon Personalize のリソースへの読み取り専用アクセ
スを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "personalize:DescribeAlgorithm", 
                "personalize:DescribeBatchInferenceJob", 
                "personalize:DescribeBatchSegmentJob", 
                "personalize:DescribeCampaign", 
                "personalize:DescribeDataset", 
                "personalize:DescribeDatasetExportJob", 
                "personalize:DescribeDatasetGroup", 
                "personalize:DescribeDatasetImportJob", 
                "personalize:DescribeEventTracker", 
                "personalize:DescribeFeatureTransformation", 
                "personalize:DescribeFilter", 
                "personalize:DescribeRecipe", 
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                "personalize:DescribeRecommender", 
                "personalize:DescribeSchema", 
                "personalize:DescribeSolution", 
                "personalize:DescribeSolutionVersion", 
                "personalize:GetSolutionMetrics", 
                "personalize:ListBatchInferenceJobs", 
                "personalize:ListBatchSegmentJobs", 
                "personalize:ListCampaigns", 
                "personalize:ListDatasetExportJobs", 
                "personalize:ListDatasetGroups", 
                "personalize:ListDatasetImportJobs", 
                "personalize:ListDatasets", 
                "personalize:ListEventTrackers", 
                "personalize:ListFilters", 
                "personalize:ListRecipes", 
                "personalize:ListRecommenders", 
                "personalize:ListSchemas", 
                "personalize:ListSolutions", 
                "personalize:ListSolutionVersions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon Personalize 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
以下の情報を使用して、Amazon Personalize と IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診
断と修正に役立てます。

トピック
• Amazon Personalize でアクションを実行する権限がない (p. 355)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 356)
• 自分の以外のユーザーに Amazon PersonalizeAWS アカウント リソースへのアクセスを許可した

い (p. 356)

Amazon Personalize でアクションを実行する権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-
widget リソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な
personalize:GetWidget アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 personalize:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、personalize:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアク
セスを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新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。
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iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon Personalize にロールを渡せるように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 Amazon Personalize 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。

自分の以外のユーザーに Amazon PersonalizeAWS アカウント 
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。

• Amazon Personalize 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 が Amazon 
Personalize で機能する方法 (p. 345)」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 Personalize でのログ記録とモニタリング
このセクションでは、Amazon Personalize およびを使用した Amazon Personalize CloudWatch のモニタ
リングとログ記録に関する情報を提供しますAWS CloudTrail。

トピック
• Amazon Personalize のモニタリング (p. 357)
• CloudWatch Amazon Personalize のメトリクス (p. 359)
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• AWS CloudTrail を使用した Amazon Personalize API コールのログ記録 (p. 362)

Amazon Personalize のモニタリング
Amazon Personalize を使用すると CloudWatch、Amazon Personalize に関連付けられたメトリクスを取
得できます。これらのメトリクスのうち 1 つ以上が定義されたしきい値から外れるときに通知を行うよう
にアラームを設定できます。メトリクスを確認するには、Amazon CloudWatch、AmazonAWS Command 
Line Interface、または CloudWatch API を使用できます。

トピック
• Amazon Personalize CloudWatch のメトリクスの使用 (p. 357)
• Amazon Personalize メトリクスへのアクセス (p. 357)
• アラームを作成する (p. 358)
• Amazon Personalize のサーバーレスモニタリングアプリケーションの例 (p. 359)

Amazon Personalize CloudWatch のメトリクスの使用
メトリクスを使用するには、以下の情報を指定する必要があります。

• メトリクスの名前。
• メトリクスディメンション。ディメンションは、メトリクスを一意に識別するための名前と値のペアで

す。

、、または CloudWatch API を使用してAWS Management Console、Amazon PersonalizeAWS CLI のモ
ニタリングデータを取得できます。AWSSDK または CloudWatch API ツールを使用して CloudWatch API 
を使用することができます。コンソールには、 CloudWatch API の raw データに基づいて一連のグラフが
表示されます。必要に応じて、コンソールに表示されるグラフまたは API から取得したグラフを使用でき
ます。

以下のリストは、メトリクスの一般的な利用方法をいくつか示しています。ここで紹介するのは開始する
ための提案事項です。すべてを網羅しているわけではありません。

どうすればよいか? 関連するメトリクス

記録されたイベント数を追跡するにはどうすれば
よいですか。

PutEventsRequests メトリクスをモニタリング
します。

DatasetImportJob エラーをモニタリングするには
どうすればよいですか?

DatasetImportJobError メトリクスを使用しま
す。

GetRecommendations 呼び出しのレイテンシー
をモニタリングするにはどうすればよういです
か。

GetRecommendationsLatency メトリクスを使
用します。

Amazon Personalize をモニタリングするには、 CloudWatch 適切な許可が必要です CloudWatch。詳細に
ついては、「Amazon に対する認証とアクセスコントロール」を参照してください CloudWatch。

Amazon Personalize メトリクスへのアクセス
次の例は、 CloudWatch コンソール、、、および CloudWatch API を使用して Amazon Personalize メトリ
クスにアクセスする方法を示しています。AWS CLI
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メトリクスを表示するには (コンソール)

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch 
でコンソールを開きます。

2. [Metrics] (メトリクス) を選択し、[All metrics] (すべてのメトリクス) タブを選択して、AWS/
Personalize を選択します。

3. メトリクスディメンションを選択します。
4. リストから目的のメトリクスを選択して、グラフの期間を選択します。

一定期間中に受信したイベントのメトリクスを表示するには (CLI)。

• AWS CLI を開き、以下のコマンドを入力します。

aws cloudwatch get-metric-statistics \ 
  --metric-name PutEventsRequests \ 
  --start-time 2019-03-15T00:00:20Z \ 
  --period 3600 \ 
  --end-time 2019-03-16T00:00:00Z \ 
  --namespace AWS/Personalize \ 
  --dimensions Name=EventTrackerArn,Value=EventTrackerArn \ 
  --statistics Sum

この例では、指定するイベントトラッカー ARN に一定期間中に受信したイベントを示します。詳細
については、「「「」を参照してくださいget-metric-statistics。

メトリクスにアクセスするには (CloudWatch API)

• GetMetricStatistics を呼び出します。詳細については、「Amazon CloudWatch API リファレン
ス」を参照してください。

アラームを作成する
CloudWatch アラームの状態が変化したときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) メッ
セージを送信するアラームを作成することができます。1 つのアラームで、指定した期間中、1 つのメト
リクスを監視します。アラームは、指定された複数の期間にわたるしきい値とメトリクスの値の関係性に
基づき、1 つ以上のアクションを実行します。アクションは、Amazon SNS のトピックまたは AWS Auto 
Scaling のポリシーに送信される通知です。

アラームは、持続した状態の変化に対してのみアクションを呼び出します。 CloudWatch アラームは、特
定の状態にあるというだけの理由ではアクションを呼び出しません。状態が変って、変わった状態が指定
期間にわたって維持される必要があります。

アラームを設定するには (コンソール)

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch 
でコンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Alarms] を選択し、[Create alarm] を選択します。これにより、[Create 
Alarm Wizard] が起動します。

3. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
4. [All metrics] (すべてのメトリクス) タブで、AWS/Personalize を選択します。
5. を選択しEventTrackerArn、PutEventsRequests指標を選択します。
6. [グラフ化したメトリクス] タブを選択します。
7. [統計] で、[合計] を選択します。
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8. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
9. [名前] と [説明] を入力します。[次の時] で、[>] を選択し、任意の最大値を入力します。
10. アラーム状態になったときにから E CloudWatch メールを受け取るには、[このアラームが次の時:] 

で、[状態:警告] を選択します。既存の Amazon SNS トピックにアラームを送信するには、[通知の送
信先:] で既存の SNS トピックを選択します。新しいメールサブスクリプションリスト用の名前とメー
ルアドレスを設定するには、[新しいリスト] を選択します。 CloudWatch リストを保存してフィール
ドに表示されるため、future アラーム設定に利用できます。

Note

[新しいリスト] を使用して新しい Amazon SNS トピックを作成する場合は、宛先に通知を送
信する前にメールアドレスを検証する必要があります。Amazon SNS は、アラームがアラー
ム状態になったときにのみメールを送信します。アラーム状態になったときにメールアドレ
スの検証がまだ完了していない場合、宛先には通知が届きません。

11. [アラームの作成] を選択します。

アラームを設定するには (AWS CLI)

• AWS CLI を開き、以下のコマンドを入力します。alarm-actions パラメータの値を変更して、作成
済みの Amazon SNS トピックを参照します。

aws cloudwatch put-metric-alarm \ 
    --alarm-name PersonalizeCLI \ 
    --alarm-description "Alarm when more than 10 events occur" \ 
    --metric-name PutEventsRequests \ 
    --namespace  AWS/Personalize \ 
    --statistic Sum \ 
    --period 300 \ 
    --threshold 10 \ 
    --comparison-operator GreaterThanThreshold \ 
    --evaluation-periods 1 \ 
    --unit Count \ 
    --dimensions Name=EventTrackerArn,Value=EventTrackerArn \ 
    --alarm-actions SNSTopicArn 

この例では、指定するイベントトラッカーで 5 分以内に 10 回以上発生したイベントへのアラームを
作成する方法を示しています。詳細については、「「「」を参照してくださいput-metric-alarm。

アラームを設定するには (CloudWatch API)

• PutMetricAlarm を呼び出します。詳細については、「Amazon CloudWatch API リファレンス」を
参照してください。

Amazon Personalize のサーバーレスモニタリングアプリケー
ションの例
Amazon Personalize のモニタリング、アラート、および最適化の機能を追加するアプリケーションの例に
ついては、Amazon Personalize サンプルリポジトリの「Amazon Personalize のモニタリング」を参照し
てください。

CloudWatch Amazon Personalize のメトリクス
このセクションには、Amazon Personalize で利用可能な Amazon CloudWatch メトリクスに関する情報が
含まれています。詳細については、「Amazon Personalize のモニタリング (p. 357)」を参照してくださ
い。
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次の表には、Amazon Personalize のメトリクスが一覧表示されています。 GetRecommendations を
除くすべてのメトリックがこれらの統計をサポートします:Average, Minimum, Maximum, Sum. 
GetRecommendations Sumサポートのみ。

メトリクス 説明

DatasetImportJobRequests 成功した CreateDatasetImportJob (p. 399) API 呼び出しの
数。

ディメンション: DatasetGroupArn, DatasetArn, 
DatasetImportJobArn

DatasetImportJobError エラーが発生した CreateDatasetImportJob API 呼び出し
の数。

ディメンション: DatasetGroupArn, DatasetArn, 
DatasetImportJobArn

DatasetImportJobExecutionTime CreateDatasetImportJob API 呼び出しからオペレーショ
ン完了 (または失敗) までの時間。

ディメンション: DatasetGroupArn, DatasetArn, 
DatasetImportJobArn

単位: 秒

DatasetSize データセットインポートジョブによってインポートされる
データのサイズ。

ディメンション: DatasetGroupArn, DatasetArn, 
DatasetImportJobArn

単位: バイト

SolutionTrainingJobRequests 成功した CreateSolutionVersion (p. 424) API 呼び出しの
数。

ディメンション: SolutionArn, SolutionVersionArn

SolutionTrainingJobError エラーが発生した CreateSolutionVersion API 呼び出し
の数。

ディメンション: SolutionArn, SolutionVersionArn

SolutionTrainingJobExecutionTimeCreateSolutionVersion API 呼び出しからオペレーショ
ン完了 (または失敗) までの時間。

ディメンション: SolutionArn, SolutionVersionArn

単位: 秒

GetPersonalizedRankingRequests 成功した GetPersonalizedRanking (p. 555) API 呼び出しの
数。

ディメンション: CampaignArn

GetPersonalizedRanking4xxErrors 4xx HTTP 応答コードを返した GetPersonalizedRanking
API 呼び出しの数。

ディメンション: CampaignArn
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メトリクス 説明

GetPersonalizedRanking5xxErrors 5xx HTTP 応答コードを返した GetPersonalizedRanking
呼び出しの数。

ディメンション: CampaignArn

GetPersonalizedRankingLatency GetPersonalizedRanking API 呼び出しを受信してから推
奨を送信するまでの時間 (4xx および 5xx エラーを除く)。

ディメンション: CampaignArn

単位: ミリ秒

GetRecommendations 成功した GetRecommendations (p. 559) API 呼び出しの
数。

ディメンション: CampaignArn

GetRecommendations4xxErrors 4xx HTTP 応答コードを返した GetRecommendations API 
呼び出しの数。

ディメンション: CampaignArn

GetRecommendations5XX エラー 5xx HTTP 応答コードを返した GetRecommendations 呼び
出しの数。

ディメンション: CampaignArn

GetRecommendationsLatency GetRecommendations API 呼び出しを受信してから推奨を
送信するまでの時間 (4xx および 5xx エラーを除く)。

ディメンション: CampaignArn

単位: ミリ秒

PutEventsRequests 成功した PutEvents (p. 549) API 呼び出しの数。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn, 
EventTrackerArn

PutEvents4xxErrors 4xx HTTP 応答コードを返した PutEvents API 呼び出しの
数。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn, 
EventTrackerArn

PutEvents5xxErrors 5xx HTTP 応答コードを返した PutEvents 呼び出しの数。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn, 
EventTrackerArn

PutEventLatency PutEvents API 呼び出しの完了にかかった時間 (4xx および 
5xx エラーを除く)。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn, 
EventTrackerArn

単位: ミリ秒
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メトリクス 説明

PutItemsRequests 成功した PutItems (p. 551) API 呼び出しの数。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn

PutItems4xxErrors 4xx HTTP 応答コードを返した PutItems API 呼び出しの
数。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn

PutItems5xxErrors 5xx HTTP 応答コードを返した PutItems 呼び出しの数。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn

PutItemsLatency PutItems API 呼び出しの完了にかかった時間 (4xx および 
5xx エラーを除く)。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn

単位: ミリ秒

PutUsersRequests 成功した PutUsers (p. 553) API 呼び出しの数。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn

PutUsers4xxErrors 4xx HTTP 応答コードを返した PutUsers API 呼び出しの
数。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn

PutUsers5xxErrors 5xx HTTP 応答コードを返した PutUsers 呼び出しの数。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn

PutUsersLatency PutUsers API 呼び出しの完了にかかった時間 (4xx および 
5xx エラーを除く)。

ディメンション:  DatasetGroupArn, DatasetArn

単位: ミリ秒

AWS CloudTrail を使用した Amazon Personalize API 
コールのログ記録
Amazon Personalize はAWS CloudTrail、Amazon Personalize のユーザー、ロール、またはAWSのサービ
スによって実行されたアクションのレコードを提供するサービスであると統合されています。 CloudTrail 
は、Amazon Personalize コンソールからの呼び出しと Amazon Personalize API へのコード呼び出しを含
む、Amazon Personalize の API コールのサブセットをイベントとしてキャプチャします。証跡を作成する
場合は、Amazon Personalize CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な
配信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイベント履歴で
最新のイベントを表示できます。で収集された情報を使用して CloudTrail、Amazon Personalize に対する
リクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

設定や有効化の方法など CloudTrail、詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してくださ
い。
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Amazon Personalize の情報 CloudTrail
CloudTrail は、アカウント作成時にAWSアカウントで有効になります。Amazon Personalize でサポートさ
れているイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴] の他の
AWSのサービスのイベントとともに、イベントに記録されます。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、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を
参照してください。

Amazon Personalize のイベントなど、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。追跡により、 CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトで
は、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのリージョンに適用されます。証跡は 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 Amazon S3 バケットにログ
ファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた行
動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、以下をご覧ください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail複数のアカウントか

らログファイルを受け取る」

Amazon Personalize は、すべてのアクション (API オペレーション) CloudTrail をイベントとしてログファ
イルに記録することをサポートしています。詳細については、「アクション (p. 371)」を参照してくださ
い。

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。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと 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、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか。
• 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。

例: Amazon Personalize ログファイルエントリ
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あります。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、公開 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。

次の例は、 ListDatasetGroups API CloudTrail 操作のアクションを含むログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "principal-id", 
        "arn": "arn:aws:iam::user-arn", 
        "accountId": "account-id", 
        "accessKeyId": "access-key, 
        "userName": "user-name" 
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    }, 
    "eventTime": "2018-11-22T02:18:03Z", 
    "eventSource": "personalize.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListDatasetGroups", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "source-ip-address", 
    "userAgent": "aws-cli/1.11.16 Python/2.7.11 Darwin/15.6.0 botocore/1.4.73", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "datasetGroups": [ 
            { 
                "name": "testdatasetgroup", 
                "datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:nnnnnnnnnn:dataset-group/
testdataset", 
                "status": "ACTIVE", 
                "creationDateTime": "Nov 5, 2018 6:06:01 AM" 
            } 
        ] 
    }, 
    "requestID": "request-id", 
    "eventID": "event-id", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "recipient-account-id"
}

Amazon Personalize のコンプライアンス検証
Amazon Personalize のセキュリティとコンプライアンスは、複数の AWS コンプライアンスプ
ログラムの一環として、サードパーティー監査機関によって評価されます。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対象範囲内の AWS 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、
「AWS Artifact でレポートをダウンロードする」を参照してください。

Amazon Personalize を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様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 & コンプライアンス クイックリファレンスガイド」– 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 のセキュリティおよびコンプライアンスに関する設計」ホワイトペーパー — 米国Health 保険
の相互運用性と説明責任に関する法令 (HIPAA) で規制されている機密性の高いワークロードを実行する
方法について説明します。AWS

• 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、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。

• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「Evaluating resources with rules」(ルールによるリソースの評
価) - AWS Config サービスは、リソース設定が社内の慣行、業界のガイドライン、および規制にどの程
度準拠しているかを評価します。

• 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。
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Amazon Personalize の耐障害性
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が高く、フォールトトレラントで、スケーラブル
です。

Amazon Personalize は、AWSグローバルなインフラストラクチャを活用してデータレジリエンシーを
実現します。AWSリージョンに Amazon Personalize リソースを作成すると、Amazon Personalize は
複数のアベイラビリティーゾーンにわたるリソースの回復力とデータ冗長性を管理します。Amazon 
PersonalizeAWS リソースを作成できるリージョンのリストについては、Amazon Web Services 全般のリ
ファレンスの「AWSリージョンとエンドポイント」を参照してください。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 Personalize 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 Personalize は、Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概
要ホワイトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護されていま
す。

ネットワーク経由で Amazon Personalize にアクセスするには、AWS が発行した 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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Amazon Personalize エンドポイント
とクォータ

次のセクションには、Amazon Personalize のガイドライン、クォータ、およびエンドポイントに関する情
報が含まれています。調整可能なクォータの場合、Service Quotas コンソールを使用してクォータの引き
上げをリクエストできます。詳細については、「クォータ引き上げのリクエスト (p. 370)」を参照してく
ださい。

トピック
• Amazon Personalize のエンドポイントとリージョン (p. 366)
• のコンプライアンス (p. 366)
• Service Quotas (p. 366)
• クォータ引き上げのリクエスト (p. 370)

Amazon Personalize のエンドポイントとリージョ
ン

リージョンごとの Amazon Personalize のエンドポイントのリストについては、アマゾン ウェブ サービス
の全般のリファレンスの「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。

のコンプライアンス
Amazon Personalize の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
AWS アカウントには、Amazon Personalize 向けに次のクォータがあります。

リソース クォータ

Interactions

Minimum number of unique combined historical and 
event interactions (after filtering by eventType and
eventValueThreshold, if provided) required to 
train a model (create a solution version).

1000

Maximum number of interactions that are 
considered by a model during training.

500 million (adjustable)

Maximum number of distinct event types combined 
with total number of optional metadata columns in 
Interactions datasets.

10
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リソース クォータ

Maximum number of metadata columns, excluding 
reserved fields, in Interactions datasets.

5

Maximum number of characters for categorical data 
and impression values.

1000

Maximum amount of bulk interactions data per 
dataset import job with FULL import mode.

100 GB (increases to 1TB with any increase to モデ
ルが考慮するインタラクション)

Maximum amount of bulk interactions data per 
dataset import job with INCREMENTAL import 
mode.

1 GB

Minimum number of interactions records per 
dataset import job with FULL or INCREMENTAL 
import mode.

1000

Users

Minimum number of unique users, with at least 2 
interactions each, required to train a model (create 
a solution version).

25

Maximum number of metadata fields for a Users 
dataset.

5

Maximum number of characters for USER_ID data 
values.

256

Maximum number of characters for categorical data 
values.

1000 characters

Maximum amount of bulk user data per dataset 
import job with FULL import mode.

100 GB

Maximum amount of bulk user data per dataset 
import job with INCREMENTAL import mode.

1 GB

Items

Maximum number of items that are considered 
by a model during training and generating 
recommendations.

750,000

Maximum number of metadata fields for an Items 
dataset.

50

Maximum number of characters for ITEM_ID data 
values.

256

Maximum number of characters for categorical data 
values.

1000 characters

Maximum number of characters for textual data 
values for Chinese and Japanese languages.

7,000 characters

Maximum number of characters for textual data 
values for all other languages.

20,000 characters
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リソース クォータ

Maximum amount of bulk items data per dataset 
import job with BULK import mode.

100 GB

Maximum amount of bulk item data per dataset 
import job with INCREMENTAL import mode.

1 GB

Individual record import APIs

Maximum rate of PutEvents requests per dataset 
group.

1000/second

Maximum number of events in a PutEvents call. 10

Maximum size of an event. 10 KB

Maximum rate of PutItems requests per dataset 
group.

10/second

Maximum number of items in a PutItems call. 10

Maximum rate of PutUsers requests per dataset 
group.

10/second

Maximum number of users in a PutUsers call. 10

Legacy recipes

Maximum amount of combined data for Users and 
Items datasets for HRNN-metadata and HRNN-
Coldstart recipes.

5 GB

Maximum number of cold start items the HRNN-
Coldstart recipe supports to train a model (create a 
solution version).

80000

Minimum number of cold start items the HRNN-
Coldstart recipe requires to train a model (create a 
solution version).

100

Filters

Total number of filters per dataset group. 10

Maximum number of distinct dataset fields for a 
filter.

5

Total number of distinct dataset fields across all 
filters in a dataset group.

10

Maximum number of interactions per user per event 
type considered by a filter.

100 interactions (adjustable)

GetRecommendations / GetPersonalizedRanking requests

Maximum transaction rate (GetRecommendations
and GetPersonalizedRanking requests).

2500/sec

Maximum number of GetRecommendations
requests per second per campaign.

500/sec
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リソース クォータ

Maximum number of GetPersonalizedRanking
requests per second per campaign.

500/sec.

Metric attribution quotas

Maximum number of metrics for a metric attribution 10

Maximum number of unique event attribution 
sources

100

Batch inference jobs

Maximum number of input files in a batch inference 
job.

1000

Maximum size of batch inference job input. 1 GB

Maximum number of records per input file in a 
batch inference job.

50 million

Batch segment jobs

Maximum number of queries per input file for Item-
Affinity recipe.

500

Maximum number of queries per input file for Item-
Attribute-Affinity recipe.

10

Maximum number of users per segment 5 million

AWSアカウントには、リージョンごとに次のクォータがあります。

リソース クォータ

アクティブなスキーマの総数。 500

アクティブなデータセットグループの総数。 5 (調整可能)

保留中または進行中のデータセットのインポートジョブの合計数。 5

保留中または進行中のバッチ推論ジョブの総数。 5 (調整可能)

保留中または進行中のバッチセグメントジョブの総数。 5

保留中または進行中のソリューションバージョンの総数。 20 (調整可能)

各データセットグループには、以下のクォータがあります。

リソース クォータ

アクティブなソリューションの総数。 10 (調整可能)

アクティブなキャンペーンの総数。 5 (調整可能)

推薦者の総数。 5

フィルターの総数。 10 (調整可能)
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リソース クォータ

すべてのフィルターにわたる個別のデータセットフィールドの総数。 10

クォータ引き上げのリクエスト
調整可能なクォータの場合、Service Quotas コンソールを使用してクォータの引き上げをリクエストでき
ます。次の Amazon Personalize のクォータは調整可能です。

• トレーニング時にモデルで検討されるインタラクションの最大数。
• データセットグループごとのアクティブなキャンペーン
• アクティブなデータセットグループ
• データセットグループごとのアクティブなフィルター
• データセットグループごとのアクティブなソリューション
• インクリメンタルインポートごとのデータ量
• フィルターで考慮されるイベントタイプごとのユーザーごとの最大インタラクション数
• 保留中または進行中のバッチ推論ジョブの総数
• 保留中または進行中のソリューションバージョンの総数
• PutEvents リクエストの最大レート

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て、Service Quotas ユー
ザーガイドの「クォータの引き上げのリクエスト」のセクションの手順に従います。
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アクション

API リファレンス
このセクションでは、Amazon Personalize API の操作に関するドキュメントを提供します。リージョン
ごとの Amazon Personalize のエンドポイントのリストについては、AWS 全般のリファレンスの「AWS 
リージョンとエンドポイント」を参照してください。

トピック
• アクション (p. 371)
• データ型 (p. 563)
• 一般的なエラー (p. 682)
• 共通パラメータ (p. 684)

アクション
次のアクションは、Amazon Personalize でサポートされています。

• CreateBatchInferenceJob (p. 375)
• CreateBatchSegmentJob (p. 379)
• CreateCampaign (p. 383)
• CreateDataset (p. 387)
• CreateDatasetExportJob (p. 391)
• CreateDatasetGroup (p. 395)
• CreateDatasetImportJob (p. 399)
• CreateEventTracker (p. 403)
• CreateFilter (p. 406)
• CreateMetricAttribution (p. 409)
• CreateRecommender (p. 412)
• CreateSchema (p. 416)
• CreateSolution (p. 419)
• CreateSolutionVersion (p. 424)
• DeleteCampaign (p. 428)
• DeleteDataset (p. 430)
• DeleteDatasetGroup (p. 432)
• DeleteEventTracker (p. 434)
• DeleteFilter (p. 436)
• DeleteMetricAttribution (p. 438)
• DeleteRecommender (p. 440)
• DeleteSchema (p. 442)
• DeleteSolution (p. 444)
• DescribeAlgorithm (p. 446)
• DescribeBatchInferenceJob (p. 448)
• DescribeBatchSegmentJob (p. 450)
• DescribeCampaign (p. 452)
• DescribeDataset (p. 454)
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• DescribeDatasetExportJob (p. 456)
• DescribeDatasetGroup (p. 458)
• DescribeDatasetImportJob (p. 460)
• DescribeEventTracker (p. 462)
• DescribeFeatureTransformation (p. 464)
• DescribeFilter (p. 466)
• DescribeMetricAttribution (p. 468)
• DescribeRecipe (p. 470)
• DescribeRecommender (p. 472)
• DescribeSchema (p. 475)
• DescribeSolution (p. 477)
• DescribeSolutionVersion (p. 480)
• GetSolutionMetrics (p. 483)
• ListBatchInferenceJobs (p. 485)
• ListBatchSegmentJobs (p. 488)
• ListCampaigns (p. 491)
• ListDatasetExportJobs (p. 494)
• ListDatasetGroups (p. 497)
• ListDatasetImportJobs (p. 499)
• ListDatasets (p. 502)
• ListEventTrackers (p. 505)
• ListFilters (p. 508)
• ListMetricAttributionMetrics (p. 511)
• ListMetricAttributions (p. 513)
• ListRecipes (p. 515)
• ListRecommenders (p. 518)
• ListSchemas (p. 521)
• ListSolutions (p. 523)
• ListSolutionVersions (p. 526)
• ListTagsForResource (p. 529)
• StartRecommender (p. 531)
• StopRecommender (p. 533)
• StopSolutionVersionCreation (p. 535)
• TagResource (p. 537)
• UntagResource (p. 539)
• UpdateCampaign (p. 541)
• UpdateMetricAttribution (p. 544)
• UpdateRecommender (p. 547)

次のアクションは、Amazon Personalize Events でサポートされています。

• PutEvents (p. 549)
• PutItems (p. 551)
• PutUsers (p. 553)

次のアクションは、Amazon Personalize Runtime でサポートされています。
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• GetPersonalizedRanking (p. 555)
• GetRecommendations (p. 559)

Amazon Personalize
次のアクションは、Amazon Personalize でサポートされています。

• CreateBatchInferenceJob (p. 375)
• CreateBatchSegmentJob (p. 379)
• CreateCampaign (p. 383)
• CreateDataset (p. 387)
• CreateDatasetExportJob (p. 391)
• CreateDatasetGroup (p. 395)
• CreateDatasetImportJob (p. 399)
• CreateEventTracker (p. 403)
• CreateFilter (p. 406)
• CreateMetricAttribution (p. 409)
• CreateRecommender (p. 412)
• CreateSchema (p. 416)
• CreateSolution (p. 419)
• CreateSolutionVersion (p. 424)
• DeleteCampaign (p. 428)
• DeleteDataset (p. 430)
• DeleteDatasetGroup (p. 432)
• DeleteEventTracker (p. 434)
• DeleteFilter (p. 436)
• DeleteMetricAttribution (p. 438)
• DeleteRecommender (p. 440)
• DeleteSchema (p. 442)
• DeleteSolution (p. 444)
• DescribeAlgorithm (p. 446)
• DescribeBatchInferenceJob (p. 448)
• DescribeBatchSegmentJob (p. 450)
• DescribeCampaign (p. 452)
• DescribeDataset (p. 454)
• DescribeDatasetExportJob (p. 456)
• DescribeDatasetGroup (p. 458)
• DescribeDatasetImportJob (p. 460)
• DescribeEventTracker (p. 462)
• DescribeFeatureTransformation (p. 464)
• DescribeFilter (p. 466)
• DescribeMetricAttribution (p. 468)
• DescribeRecipe (p. 470)
• DescribeRecommender (p. 472)
• DescribeSchema (p. 475)
• DescribeSolution (p. 477)
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• DescribeSolutionVersion (p. 480)
• GetSolutionMetrics (p. 483)
• ListBatchInferenceJobs (p. 485)
• ListBatchSegmentJobs (p. 488)
• ListCampaigns (p. 491)
• ListDatasetExportJobs (p. 494)
• ListDatasetGroups (p. 497)
• ListDatasetImportJobs (p. 499)
• ListDatasets (p. 502)
• ListEventTrackers (p. 505)
• ListFilters (p. 508)
• ListMetricAttributionMetrics (p. 511)
• ListMetricAttributions (p. 513)
• ListRecipes (p. 515)
• ListRecommenders (p. 518)
• ListSchemas (p. 521)
• ListSolutions (p. 523)
• ListSolutionVersions (p. 526)
• ListTagsForResource (p. 529)
• StartRecommender (p. 531)
• StopRecommender (p. 533)
• StopSolutionVersionCreation (p. 535)
• TagResource (p. 537)
• UntagResource (p. 539)
• UpdateCampaign (p. 541)
• UpdateMetricAttribution (p. 544)
• UpdateRecommender (p. 547)
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CreateBatchInferenceJob
サービス: Amazon Personalize

バッチ推論ジョブを作成します。この操作は最大 5,000 万レコードを処理でき、入力ファイルは JSON 形
式である必要があります。詳細については、「バッチ推論ジョブの作成」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "batchInferenceJobConfig": {  
      "itemExplorationConfig": {  
         "string" : "string"  
      } 
   }, 
   "filterArn": "string", 
   "jobInput": {  
      "s3DataSource": {  
         "kmsKeyArn": "string", 
         "path": "string" 
      } 
   }, 
   "jobName": "string", 
   "jobOutput": {  
      "s3DataDestination": {  
         "kmsKeyArn": "string", 
         "path": "string" 
      } 
   }, 
   "numResults": number, 
   "roleArn": "string", 
   "solutionVersionArn": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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。

batchInferenceJobConfig (p. 375)

バッチ推論ジョブの設定の詳細。

型: BatchInferenceJobConfig (p. 575) オブジェクト

必須: いいえ
filterArn (p. 375)

バッチ推論ジョブに適用するフィルターの ARN。フィルターを使用する方法については、「バッチの
レコメンデーションのフィルタリング」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

375

https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/creating-batch-inference-job.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/filter-batch.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/filter-batch.html


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

必須: いいえ
jobInput (p. 375)

レコメンデーションのベースとなる入力ファイルの格納場所への Amazon S3 パス。入力資料は 
JSON 形式である必要があります。

型: BatchInferenceJobInput (p. 576) オブジェクト

必須: はい
jobName (p. 375)

作成するバッチ推論ジョブの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
jobOutput (p. 375)

ジョブの出力が保存される Amazon S3 バケットへのパス。

型: BatchInferenceJobOutput (p. 577) オブジェクト

必須: はい
numResults (p. 375)

取得するレコメンデーションの数。

タイプ: 整数

必須: いいえ
roleArn (p. 375)

入力および出力 Amazon S3 バケットに対してそれぞれ読み取りおよび書き込みを実行するための許
可を持つ Amazon Identity and Access Management ロールの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 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
solutionVersionArn (p. 375)

バッチ推論レコメンデーションの生成に使用するソリューションバージョンの Amazon リソースネー
ム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
tags (p. 375)

バッチ推論ジョブに適用するタグのリスト。
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型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "batchInferenceJobArn": "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。

batchInferenceJobArn (p. 377)

バッチ推論ジョブの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに適用が許可されているタグの最大数を超過しています。
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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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• 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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CreateBatchSegmentJob
サービス: Amazon Personalize

バッチセグメントジョブを作成します。この操作は最大 5,000 万レコードを処理でき、入力ファイルは 
JSON 形式である必要があります。詳細については、「バッチレコメンデーションとユーザーセグメント
の取得」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "filterArn": "string", 
   "jobInput": {  
      "s3DataSource": {  
         "kmsKeyArn": "string", 
         "path": "string" 
      } 
   }, 
   "jobName": "string", 
   "jobOutput": {  
      "s3DataDestination": {  
         "kmsKeyArn": "string", 
         "path": "string" 
      } 
   }, 
   "numResults": number, 
   "roleArn": "string", 
   "solutionVersionArn": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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。

filterArn (p. 379)

バッチセグメントジョブに適用するフィルターの ARN。フィルターを使用する方法については、
「バッチレコメンデーションのフィルタリング」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
jobInput (p. 379)

バッチセグメントジョブの生成に使用される入力データの Amazon S3 パス。

型: BatchSegmentJobInput (p. 583) オブジェクト

必須: はい
jobName (p. 379)

作成するバッチセグメントジョブの名前。
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型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
jobOutput (p. 379)

ジョブの出力が保存されるバケットの Amazon S3 パス。

型: BatchSegmentJobOutput (p. 584) オブジェクト

必須: はい
numResults (p. 379)

入力データの各行のバッチセグメントジョブによって生成された予測ユーザーの数。セグメントあた
りのユーザー (セグメント) の最大数は500万人です。

タイプ: 整数

必須: いいえ
roleArn (p. 379)

入力および出力 Amazon S3 バケットに対してそれぞれ読み取りおよび書き込みを実行するための許
可を持つ Amazon Identity and Access Management ロールの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 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
solutionVersionArn (p. 379)

バッチセグメントジョブでバッチセグメントを生成するために使用するソリューションバージョンの 
Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
tags (p. 379)

バッチセグメントジョブに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
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   "batchSegmentJobArn": "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。

batchSegmentJobArn (p. 380)

バッチセグメントジョブの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに適用が許可されているタグの最大数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
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• 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

382

https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/CreateBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/CreateBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/CreateBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/CreateBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/CreateBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/CreateBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/CreateBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/CreateBatchSegmentJob


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

CreateCampaign
サービス: Amazon Personalize

ソリューションバージョンをデプロイするキャンペーンを作成します。クライアント
が、GetRecommendationsと GetPersonalizedRankingAPI を呼び出すと、リクエストにキャンペーンが指
定されます。

最小プロビジョンド TPS およびオートスケーリング

Important

minProvisionedTPS高くなると請求額が増えます。minProvisionedTPS(デフォルト) は 1 か
ら始めることをお勧めします。Amazon CloudWatch のメトリックスを使用して使用状況を追跡
し、minProvisionedTPS必要に応じて使用量を増やします。

トランザクションは単一の GetRecommendations または GetPersonalizedRanking コールです。1 
秒あたりのトランザクション数 (TPS) は、Amazon Personalize のスループットと請求単位です。プロビ
ジョンド最小 TPS (minProvisionedTPS) は、Amazon Personalize によってプロビジョニングされた
ベースラインスループット、つまり最小請求料金を指定します。

TPS が minProvisionedTPS を超えて増加した場合、Amazon Personalize はプロビジョンド容量を自動
的にスケールアップまたはスケールダウンしますが、minProvisionedTPS を下回ることはありません。
容量が引き上げられている間に短時間の遅延が生じます。これにより、トランザクションの損失が生じる
可能性があります。

実際に使用される TPS は、5 分間のウィンドウ内の平均リクエスト数/秒として計算されま
す。最小プロビジョンド TPS または実際の TPS のいずれか多い金額を支払います。低い 1 か
ら始めてminProvisionedTPS、Amazon CloudWatch メトリクスを使用して使用状況を追跡
し、minProvisionedTPS必要に応じてを引き上げることをお勧めします。

ステータス

キャンペーンは、次に示す状態のいずれかになります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

キャンペーンのステータスを取得するには、DescribeCampaign を呼び出します。

Note

キャンペーンの status が ACTIVE になるまで待ってから、キャンペーンにレコメンデーション
を尋ねます。

関連 API

• ListCampaigns
• DescribeCampaign
• UpdateCampaign
• DeleteCampaign

リクエストの構文

{ 
   "campaignConfig": {  
      "itemExplorationConfig": {  
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         "string" : "string"  
      } 
   }, 
   "minProvisionedTPS": number, 
   "name": "string", 
   "solutionVersionArn": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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。

campaignConfig (p. 383)

キャンペーンの設定の詳細。

型: CampaignConfig (p. 589) オブジェクト

必須: いいえ
minProvisionedTPS (p. 383)

Amazon Personalize がサポートする、リクエストされた 1 秒あたりの最小プロビジョンド
トランザクション (推奨) を指定します。minProvisionedTPS高くなると請求額が増えま
す。minProvisionedTPS(デフォルト) は 1 から始めることをお勧めします。Amazon CloudWatch 
のメトリックスを使用して使用状況を追跡し、minProvisionedTPS必要に応じて使用量を増やしま
す。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。

必須: いいえ
name (p. 383)

新しいキャンペーンの名前。キャンペーン名はアカウント内で一意でなければなりません。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
solutionVersionArn (p. 383)

デプロイするソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
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tags (p. 383)

キャンペーンに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "campaignArn": "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。

campaignArn (p. 385)

キャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

385

https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/tagging-resources.html


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに適用られるタグの最大数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK 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 Personalize

空のデータセットを作成し、指定したデータセットグループに追加します。トレーニングデータをデータ
セットにインポートするために CreateDatasetImportJob を使用します。

データセットには次の 3 つのタイプがあります。

• インタラクション
• 項目
• Users

各データセットタイプには、必須のフィールドタイプに関連付けられたスキーマがあります。モデルのト
レーニング (ソリューションの作成とも呼ばれます) に必要なのは、Interactions データセットのみで
す。

データセットは、次に示す状態のいずれかになります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

データセットのステータスを取得するには、DescribeDataset を呼び出します。

関連 API

• CreateDatasetGroup
• ListDatasets
• DescribeDataset
• DeleteDataset

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "string", 
   "datasetType": "string", 
   "name": "string", 
   "schemaArn": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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. 387)

データセットを追加するデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。
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パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
datasetType (p. 387)

データセットのタイプ。

次の値のいずれか (大文字と小文字は区別されません):
• インタラクション
• 項目
• Users

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: はい
name (p. 387)

データセットの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
schemaArn (p. 387)

データセットに関連付けるスキーマの ARN。スキーマはデータセットフィールドを定義します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
tags (p. 387)

データセットに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "datasetArn": "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。

datasetArn (p. 388)

データセットの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに適用タグの最大数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateDatasetExportJob
サービス: Amazon Personalize

データセットから Amazon S3 バケットにデータをエクスポートするジョブを作成します。Amazon 
Personalize がトレーニングデータをエクスポートできるようにするには、Amazon S3 バケットについて
の PutObject の許可を Amazon Personalize に付与する、サービスにリンクされた IAM ロールを指定す
る必要があります。詳細については、Amazon Personalize デベロッパーガイドの「データセットのエクス
ポート」を参照してください。

ステータス

データセットのエクスポートジョブは、次のいずれかの状態になります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

エクスポートジョブのステータスを取得するには、DescribeDatasetExportJob を呼び出し、データセット
のエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。ステータスが ACTIVE と表示さ
れると、データセットのエクスポートが完了します。ステータスが CREATE FAILED と表示されている場
合、レスポンスには、ジョブが失敗した理由を記述する failureReason キーが含まれています。

リクエストの構文

{ 
   "datasetArn": "string", 
   "ingestionMode": "string", 
   "jobName": "string", 
   "jobOutput": {  
      "s3DataDestination": {  
         "kmsKeyArn": "string", 
         "path": "string" 
      } 
   }, 
   "roleArn": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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. 391)

エクスポートするデータを含むデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
ingestionMode (p. 391)

エクスポートするデータ (データをインポートした方法に基づく)。BULKデータセットのインポート
ジョブを使用してインポートしたデータのみ、(コンソール、、、、 PutItems 操作を使用して)PUT 増
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分的にインポートしたデータのみ、ALLまたは両方のタイプの PutEvents PutUsers デフォルト値は
PUT です。

型: 文字列

有効な値:  BULK | PUT | ALL

必須: いいえ
jobName (p. 391)

データセットのエクスポートジョブの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
jobOutput (p. 391)

ジョブの出力が保存される Amazon S3 バケットへのパス。

型: DatasetExportJobOutput (p. 601) オブジェクト

必須: はい
roleArn (p. 391)

出力 Amazon S3 バケットにデータを追加するための許可を持つ IAM サービスロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 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
tags (p. 391)

データセットのエクスポートジョブに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "datasetExportJobArn": "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。

392

https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/tagging-resources.html


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

datasetExportJobArn (p. 392)

データセットのエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに許可されている数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• 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
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• AWS SDK for Ruby V3
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CreateDatasetGroup
サービス: Amazon Personalize

空の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は、Amazon Personalize のリソースのコ
ンテナです。データセットグループには、データセットのタイプごとに 1 つずつ、最大 3 つのデータセッ
トを含めることができます。

• インタラクション
• 項目
• Users

データセットグループは、ドメインを指定してレコメンダーなどの事前設定されたリソースを使用するド
メインデータセットグループ、または、キャンペーンでデプロイするカスタムリソースを使用するカスタ
ムデータセットグループ (ソリューションバージョンを使用したソリューションなど) にすることができま
す。ドメインデータセットグループで始める場合でも、カスタムユースケースのレシピでトレーニングさ
れ、キャンペーンでデプロイされたソリューションやソリューションバージョンなどのカスタムリソース
を追加できます。

データセットグループは、次に示す状態のいずれかになります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING

データセットグループのステータスを取得するには、DescribeDatasetGroup を呼び出します。ステー
タスが CREATE FAILED と表示されている場合、レスポンスには、作成が失敗した理由を記述する
failureReason キーが含まれています。

Note

データセットをグループに追加する前に、データセットグループの status が ACTIVE になるま
で待つ必要があります。

AWS Key Management Service (KMS) キーを指定して、グループ内のデータセットを暗号化できま
す。KMS キーを指定する場合は、キーにアクセスするための許可を持つ AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールも含める必要があります。

リクエストでデータセットグループ ARN を必要とする API

• CreateDataset
• CreateEventTracker
• CreateSolution

関連 API

• ListDatasetGroups
• DescribeDatasetGroup
• DeleteDatasetGroup

リクエストの構文

{ 
   "domain": "string", 
   "kmsKeyArn": "string", 
   "name": "string", 
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   "roleArn": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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。

domain (p. 395)

データセットグループのドメイン。ドメインを指定して、ドメインデータセットグループを作成しま
す。指定するドメインによって、データセットのデフォルトスキーマと、レコメンダーが利用でき
るユースケースが決まります。ドメインを指定しない場合は、キャンペーンでデプロイするソリュー
ションバージョンを使用してカスタムデータセットグループを作成します。

型: 文字列

有効な値:  ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

必須: いいえ
kmsKeyArn (p. 395)

データセットの暗号化に使用される AWS Key Management Service (KMS) キーの Amazon リソース
ネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

パターン: arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*

必須: いいえ
name (p. 395)

新しいデータセットグループの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
roleArn (p. 395)

AWS Key Management Service (KMS) キーにアクセスするための許可を持つ AWS Identity and 
Access Management (IAM) ロールの ARN。IAM ロールの指定は、KMS キーも指定する場合にのみ有
効です。

型: 文字列

長さの制限: 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: いいえ
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tags (p. 395)

データセットグループに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "string", 
   "domain": "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。

datasetGroupArn (p. 397)

新しいデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
domain (p. 397)

新しいドメインデータセットグループのドメイン。

型: 文字列

有効な値:  ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

HTTP ステータスコード: 400
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TooManyTagsException

このリソースに適用られるタグの最大数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK 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 Personalize

データソース (Amazon S3 バケット) から Amazon Personalize データセットにトレーニングデータをイン
ポートするジョブを作成します。Amazon Personalize がトレーニングデータをインポートできるようにす
るには、Amazon Personalize がデータのコピーを作成して内部で処理するため、データソースからの読み
取り許可を持つ IAM サービスロールを指定する必要があります。Amazon S3 バケットへのアクセスを許
可する方法については、「Amazon Personalize に Amazon S3 リソースへのアクセスを許可する」を参照
してください。

Important

デフォルトでは、データセットのインポートジョブは、一括でインポートしたデータセット内の
既存のデータを置き換えます。既存のデータを置き換えずに新しいレコードを追加するには、 
CreateDatasetImportJob 操作のインポートモードに INCREMENTAL を指定します。

ステータス

データセットのインポートジョブは、次のいずれかの状態になります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

インポートジョブのステータスを取得するには、DescribeDatasetImportJob を呼び出し、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) を指定します。ステータスが ACTIVE と表示される
と、データセットのインポートが完了します。ステータスが CREATE FAILED と表示されている場合、レ
スポンスには、ジョブが失敗した理由を記述する failureReason キーが含まれています。

Note

インポートには時間がかかります。ステータスが ACTIVE になるまで待ってから、データセット
を使用してモデルをトレーニングしてください。

関連 API

• ListDatasetImportJobs
• DescribeDatasetImportJob

リクエストの構文

{ 
   "datasetArn": "string", 
   "dataSource": {  
      "dataLocation": "string" 
   }, 
   "importMode": "string", 
   "jobName": "string", 
   "publishAttributionMetricsToS3": boolean, 
   "roleArn": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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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datasetArn (p. 399)

インポートされたデータを受け取るデータセットの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
dataSource (p. 399)

インポートするトレーニングデータを含む Amazon S3 バケット。

型: DataSource (p. 619) オブジェクト

必須: はい
importMode (p. 399)

既存のデータセットに新しいレコードを追加する方法を指定します。デフォルトのインポートモード
はですFULL。以前にデータセットに一括レコードをインポートしたことがない場合は、指定すること
しかできませんFULL。
• FULLデータセット内の既存のバルクデータをすべて上書きするように指定します。個別にインポー

トしたデータは置き換えられません。
• INCREMENTALデータセットの既存のデータに新しいレコードを追加するように指定しま

す。Amazon Personalize は、同じ ID のレコードを新しいレコードに置き換えます。

型: 文字列

有効な値:  FULL | INCREMENTAL

必須: いいえ
jobName (p. 399)

データセットのインポートジョブの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
publishAttributionMetricsToS3 (p. 399)

メトリックスアトリビューションを作成した場合は、このインポートジョブのメトリックスを 
Amazon S3 に公開するかどうかを指定してください

型: ブール

必須: いいえ
roleArn (p. 399)

Amazon S3 データソースから読み取るための許可を持つ IAM ロールの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。
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パターン: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+

必須: はい
tags (p. 399)

データセットのインポートジョブに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

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. 401)

データセットのインポートジョブの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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
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ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに適用られるタグの最大数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateEventTracker
サービス: Amazon Personalize

PutEventsAPI を使用して、指定したデータセットグループにイベントデータを追加するときに使用するイ
ベントトラッカーを作成します。

Note

データセットグループに関連付けることができるイベントトラッカーは 1 つのみです。既存のイ
ベントトラッカーと同じデータセットグループを使用して CreateEventTracker を呼び出す
と、エラーが発生します。

イベントトラッカーを作成すると、レスポンスには追跡 ID が含まれます。これは、PutEvents操作を使用
するときにパラメータとして渡します。その後、Amazon Personalize は、イベントトラッカーで指定した
データセットグループの Interactions データセットにイベントデータを追加します。

イベントトラッカーは、次に示す状態のいずれかになります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

イベントトラッカーのステータスを取得するには、DescribeEventTracker を呼び出します。

Note

追跡 ID を使用する前に、イベントトラッカーが ACTIVE 状態になっている必要があります。

関連 API

• ListEventTrackers
• DescribeEventTracker
• DeleteEventTracker

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "string", 
   "name": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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. 403)

イベントデータを受け取るデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

403

https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_UBS_PutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_UBS_PutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_DescribeEventTracker.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_ListEventTrackers.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_DescribeEventTracker.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_DeleteEventTracker.html


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
name (p. 403)

イベントトラッカーの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
tags (p. 403)

イベントトラッカーに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "eventTrackerArn": "string", 
   "trackingId": "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。

eventTrackerArn (p. 404)

イベントトラッカーの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
trackingId (p. 404)

イベントトラッカーの ID。この ID を PutEventsAPI へのリクエストに含めてください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。
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HTTP ステータスコード: 400
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
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに適用られるタグの最大数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/CreateEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/CreateEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/CreateEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/CreateEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/CreateEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/CreateEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/CreateEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/CreateEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/CreateEventTracker
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CreateFilter
サービス: Amazon Personalize

レコメンデーションフィルターを作成します。詳細については、「レコメンデーションとFiltering user」
を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "string", 
   "filterExpression": "string", 
   "name": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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. 406)

フィルターが属するデータセットグループの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
filterExpression (p. 406)

フィルター式は、レコメンデーションに含める、またはレコメンデーションから除外するアイテムを
定義します。フィルター式は、特定のフォーマットルールに従う必要があります。フィルター式の構
造と構文については、「フィルター式」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 2500 です。

必須: はい
name (p. 406)

作成するフィルターの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
tags (p. 406)

フィルターに適用するタグのリスト。
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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/filter.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/filter.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/filter-expressions.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/tagging-resources.html
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型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "filterArn": "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。

filterArn (p. 407)

新しいフィルターの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに適用されているタグの最大数を超過しています。

HTTP ステータスコード: 400

407
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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 コマンドラインインターフェイス
• 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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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/CreateFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/CreateFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/CreateFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/CreateFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/CreateFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/CreateFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/CreateFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/CreateFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/CreateFilter
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CreateMetricAttribution
サービス: Amazon Personalize

メトリックアトリビューションを作成します。メトリックスアトリビューションは、Amazon Personalize 
にインポートしたデータに関するレポートを作成します。データのインポート方法に応じて、Amazon 
CloudWatch または Amazon S3 でレポートを表示できます。詳細については、「レコメンデーションの影
響の測定」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "string", 
   "metrics": [  
      {  
         "eventType": "string", 
         "expression": "string", 
         "metricName": "string" 
      } 
   ], 
   "metricsOutputConfig": {  
      "roleArn": "string", 
      "s3DataDestination": {  
         "kmsKeyArn": "string", 
         "path": "string" 
      } 
   }, 
   "name": "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. 409)

メトリクスのアトリクスの宛先データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
metrics (p. 409)

メトリックアトリビューションのメトリック属性のリスト。各メトリック属性は、追跡するイベント
タイプと関数を指定します。SUM()SAMPLECOUNT()使用可能な関数はまたはです。SUM () 関数の場
合は、データセットの種類 (インタラクションまたはアイテム) と合計する列をパラメーターとして指
定します。たとえば、合計 (商品.価格)。

型: MetricAttribute (p. 639) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 10 項目です。

必須: はい
metricsOutputConfig (p. 409)

メトリックアトリビューションの出力構成の詳細。
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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/measuring-recommendation-impact.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/measuring-recommendation-impact.html
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型: MetricAttributionOutput (p. 642) オブジェクト

必須: はい
name (p. 409)

メトリクスのアトリクスの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "metricAttributionArn": "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。

metricAttributionArn (p. 410)

新しいメトリクスのアトリビューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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。

410
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/CreateMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/CreateMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/CreateMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/CreateMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/CreateMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/CreateMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/CreateMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/CreateMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/CreateMetricAttribution
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CreateRecommender
サービス: Amazon Personalize

指定したレシピ (ドメインデータセットグループのユースケース) を使用してレコメンダーを作成します。
ドメインデータセットグループのレコメンダーを作成し、GetRecommendationsリクエストを実行すると
きにレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

1 秒あたりの最小推奨リクエスト数

Important

minRecommendationRequestsPerSecond高くなると請求額が増えま
す。minRecommendationRequestsPerSecond(デフォルト) は 1 から始めること
をお勧めします。Amazon CloudWatch のメトリックスを使用して使用状況を追跡
し、minRecommendationRequestsPerSecond必要に応じて増やしてください。

レコメンダーを作成すると、レコメンダーの 1 秒あたりの最小レコメンデーションリクエスト数を設定で
きます。1 秒あたりの最小推奨リクエスト数 (minRecommendationRequestsPerSecond) は、Amazon 
Personalize によってプロビジョニングされるベースラインの推奨リクエストスループットを指定しま
す。 minRecommendationRequestsPerSecond デフォルトはです1。レコメンデーションリクエストは 
1GetRecommendations 回の操作です。リクエストスループットは 1 秒あたりのリクエスト数で測定さ
れ、Amazon Personalize は 1 秒あたりのリクエスト数を使用して、1 時間あたりのリクエスト数とレコメ
ンダー利用料金を算出します。

1 秒間の増加した場合minRecommendationRequestsPerSecond、Amazon Personalize はプロ
ビジョンド容量を自動的にスケールアップまたはスケールダウンしますが、下ることはありませ
んminRecommendationRequestsPerSecond。容量が引き上げられている間に短時間の遅延が生じま
す。これにより、リクエストの損失が生じる可能性があります。

請求額は、1 時間あたりの最小リクエスト数 (基準値 minRecommendationRequestsPerSecond) または実
際のリクエスト数のどちらか大きい方になります。実際に使用されるリクエスト数/秒として計算されま
す。デフォルトから始めてminRecommendationRequestsPerSecond、Amazon 使用状況を追跡し、 
CloudWatch 必要に応じて増加し、minRecommendationRequestsPerSecond必要に応じて増加しま
す。

ステータス

レコメンダーは、次に示す状態のいずれかになります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• 保留中停止 > 進行中停止 > 非アクティブ > 保留開始 > 進行中開始 > アクティブ
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

レコメンダーのステータスを取得するには、DescribeRecommender を呼び出します。

Note

レコメンダーの status が ACTIVE になるまで待ってから、レコメンダーにレコメンデーション
を尋ねます。

関連 API

• ListRecommenders
• DescribeRecommender
• UpdateRecommender
• DeleteRecommender
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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_RS_GetRecommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_DescribeRecommender.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_ListRecommenders.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_DescribeRecommender.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_UpdateRecommender.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_DeleteRecommender.html
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リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "string", 
   "name": "string", 
   "recipeArn": "string", 
   "recommenderConfig": {  
      "itemExplorationConfig": {  
         "string" : "string"  
      }, 
      "minRecommendationRequestsPerSecond": number
   }, 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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. 413)

レコメンダーの宛先ドメインデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
name (p. 413)

レコメンダーの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
recipeArn (p. 413)

レコメンダーが使用するレシピの Amazon リソースネーム (ARN)。レコメンダーについて、レシピ
はドメインデータセットグループのユースケースです。レコメンダーを作成する際、ドメインデー
タセットグループのユースケースのみを使用できます。ユースケースの詳細については、「レコメン
ダーのユースケースの選択」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/domain-use-cases.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/domain-use-cases.html
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recommenderConfig (p. 413)

レコメンダーの設定の詳細。

型: RecommenderConfig (p. 653) オブジェクト

必須: いいえ
tags (p. 413)

レコメンダーに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "recommenderArn": "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。

recommenderArn (p. 414)

レコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

HTTP ステータスコード: 400
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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/tagging-resources.html
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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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

この数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• 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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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/CreateRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/CreateRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/CreateRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/CreateRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/CreateRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/CreateRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/CreateRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/CreateRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/CreateRecommender
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CreateSchema
サービス: Amazon Personalize

指定されたスキーマ文字列から Amazon Personalize スキーマを作成します。作成するスキーマは Avro 
JSON 形式である必要があります。

Amazon Personalize は、3 つのスキーマバリアントを認識します。各スキーマはデータセットタイプに関
連付けられており、必須フィールドとキーワードのセットを備えています。ドメインデータセットグルー
プ内のデータセットのスキーマを作成する場合は、ドメインデータセットグループのドメインを指定しま
す。CreateDataset を呼び出すときにスキーマを指定します。

スキーマの詳細については、「データセットとスキーマ」を参照してください。

関連 API

• ListSchemas
• DescribeSchema
• DeleteSchema

リクエストの構文

{ 
   "domain": "string", 
   "name": "string", 
   "schema": "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。

domain (p. 416)

スキーマのドメイン。ドメインデータセットグループ内のデータセットのスキーマを作成する場合
は、ドメインデータセットグループを作成したときに選択したドメインを指定します。

タイプ: 文字列

有効な値:  ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

必須: いいえ
name (p. 416)

スキーマの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
schema (p. 416)

Avro JSON 形式のスキーマ。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 10000 です。

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "schemaArn": "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。

schemaArn (p. 417)

作成したスキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateSolution
サービス: Amazon Personalize

モデルをトレーニングするための設定を作成します。トレーニングされたモデルは、ソリューションバー
ジョンと呼ばれます。設定が作成されたら、CreateSolutionVersion操作を呼び出してモデルをトレーニン
グ (ソリューションを作成) します。CreateSolutionVersion を呼び出すたびに、ソリューションの新
しいバージョンが作成されます。

ソリューションバージョンを作成した後、GetSolutionMetrics を呼び出してその正確性を確認しま
す。バージョンに問題がなければ、CreateCampaign を使用してデプロイします。キャンペーン
は、GetRecommendationsAPI を介してクライアントにレコメンデーションを提供します。

モデルをトレーニングするには、Amazon Personalize ではトレーニングデータとレシピが必要です。ト
レーニングデータは、リクエストで指定したデータセットグループから取得されます。レシピは、トレー
ニングアルゴリズムと特徴変換を指定します。Amazon Personalize が提供する、いずれかの事前定義され
たレシピを指定できます。

Note

現時点では、Amazon Personalize は、ソリューションのハイパーパラメータ最適化のため
ん、hpoObjective の設定をサポートしていません。

ステータス

ソリューションは、次に示す状態のいずれかになります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

ソリューションのステータスを取得するには、DescribeSolution を呼び出します。ステータスが ACTIVE 
と表示されるまで待ってから、CreateSolutionVersion を呼び出します。

関連 API

• ListSolutions
• CreateSolutionVersion
• DescribeSolution
• DeleteSolution

• ListSolutionVersions
• DescribeSolutionVersion

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "string", 
   "eventType": "string", 
   "name": "string", 
   "performAutoML": boolean, 
   "performHPO": boolean, 
   "recipeArn": "string", 
   "solutionConfig": {  
      "algorithmHyperParameters": {  
         "string" : "string"  
      }, 
      "autoMLConfig": {  
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         "metricName": "string", 
         "recipeList": [ "string" ] 
      }, 
      "eventValueThreshold": "string", 
      "featureTransformationParameters": {  
         "string" : "string"  
      }, 
      "hpoConfig": {  
         "algorithmHyperParameterRanges": {  
            "categoricalHyperParameterRanges": [  
               {  
                  "name": "string", 
                  "values": [ "string" ] 
               } 
            ], 
            "continuousHyperParameterRanges": [  
               {  
                  "maxValue": number, 
                  "minValue": number, 
                  "name": "string" 
               } 
            ], 
            "integerHyperParameterRanges": [  
               {  
                  "maxValue": number, 
                  "minValue": number, 
                  "name": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "hpoObjective": {  
            "metricName": "string", 
            "metricRegex": "string", 
            "type": "string" 
         }, 
         "hpoResourceConfig": {  
            "maxNumberOfTrainingJobs": "string", 
            "maxParallelTrainingJobs": "string" 
         } 
      }, 
      "optimizationObjective": {  
         "itemAttribute": "string", 
         "objectiveSensitivity": "string" 
      } 
   }, 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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. 419)

トレーニングデータを提供するデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。
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パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
eventType (p. 419)

(EVENT_TYPE スキーマフィールドを使用して) 複数のイベントタイプがある場合、このパラメータ
は、モデルのトレーニングに使用されるイベントタイプ (例えば、「クリック」または「いいね」) を
指定します。

eventType を指定しない場合、Amazon Personalize は、タイプにかかわらず、同じ重みでトレーニ
ングするためにすべてのインタラクションを使用します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
name (p. 419)

ソリューションの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: はい
performAutoML (p. 419)

Important

自動機械学習の有効化は推奨されません。代わりに、利用可能な Amazon Personalize のレシ
ピにユースケースをマッチさせます。詳細については、「ユースケースの特定」を参照して
ください。

自動機械学習 (AutoML) を実行するかどうか。デフォルトは false です。この場合、recipeArn を
指定する必要があります。

true に設定すると、Amazon Personalize はトレーニングデータを分析し、最適な 
USER_PERSONALIZATION レシピとハイパーパラメータを選択します。この場合、recipeArn を省
略する必要があります。Amazon Personalize は、ハイパーパラメータにさまざまな値を使用してテス
トを実行することにより、最適なレシピを決定します。AutoML では、特定のレシピを選択する場合
と比較して、トレーニングプロセスに長時間を要します。

型: ブール

必須: いいえ
performHPO (p. 419)

指定または選択したレシピでハイパーパラメータ最適化 (HPO) を実行するかどうか。デフォルトは
false です。

AutoML を実行する場合、このパラメータは常に true となります。false に設定しないでくださ
い。

型: ブール

必須: いいえ
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recipeArn (p. 419)

モデルトレーニングに使用するレシピの ARN。performAutoML が false の場合にのみ指定されま
す。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
solutionConfig (p. 419)

ソリューションで使用する設定。performAutoML が true に設定されている場合、Amazon 
Personalize はソリューション設定の autoMLConfig セクションのみを評価します。

Note

現時点では、Amazon Personalize は hpoObjective の設定をサポートしていません。

型: SolutionConfig (p. 662) オブジェクト

必須: いいえ
tags (p. 419)

ソリューションに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "solutionArn": "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。

solutionArn (p. 422)

ソリューションの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。
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HTTP ステータスコード: 400
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
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに適用られるタグの最大数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• 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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CreateSolutionVersion
サービス: Amazon Personalize

カスタムデータセットグループでアクティブなソリューションをトレーニングまたは再トレーニングしま
す。ソリューションは CreateSolution 操作を使用して作成され、CreateSolutionVersion を呼び出す
前に ACTIVE 状態となっている必要があります。この操作を呼び出すたびに、ソリューションの新しい
バージョンが作成されます。

ステータス

ソリューションバージョンは、次のいずれかの状態になります。

• CREATE PENDING
• CREATE IN_PROGRESS
• ACTIVE
• CREATE FAILED
• CREATE STOPPING
• CREATE STOPPED

バージョンのステータスを取得するには、DescribeSolutionVersion を呼び出します。ステータスが 
ACTIVE と表示されるまで待ってから、CreateCampaign を呼び出します。

ステータスが CREATE FAILED と表示されている場合、レスポンスには、ジョブが失敗した理由を記述す
る failureReason キーが含まれています。

関連 API

• ListSolutionVersions
• DescribeSolutionVersion
• ListSolutions
• CreateSolution
• DescribeSolution
• DeleteSolution

リクエストの構文

{ 
   "name": "string", 
   "solutionArn": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "string" 
      } 
   ], 
   "trainingMode": "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。

name (p. 424)

ソリューションバージョンの名前。
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型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
solutionArn (p. 424)

トレーニング設定情報を含むソリューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
tags (p. 424)

ソリューションバージョンに適用するタグのリスト。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

必須: いいえ
trainingMode (p. 424)

ソリューションバージョンを作成するときに実行するトレーニングの範囲。FULL オプションは、入
力ソリューションのトレーニングデータ全体に基づいてソリューションバージョンをトレーニング
しますが、UPDATE オプションは、入力ソリューションと比較して変更されたデータのみを処理しま
す。まったく新しいものを作成するのではなく、ソリューションバージョンを段階的に更新する場合
に UPDATE 選択します。

Important

UPDATE オプションは、FULL オプションを使用して入力ソリューションから作成されたアク
ティブなソリューションバージョンが既にあり、入力ソリューションが User-Personalization
レシピまたは HRNN-Coldstart レシピでトレーニングされている場合にのみ使用できます。

型: 文字列

有効な値:  FULL | UPDATE

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "solutionVersionArn": "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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solutionVersionArn (p. 425)

新しいソリューションバージョンの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースに適用が許可されているタグの最大数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• 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
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• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteCampaign
サービス: Amazon Personalize

ソリューションのデプロイを削除して、キャンペーンを削除します。キャンペーンのベースとなっ
ているソリューションは削除されず、必要に応じて再デプロイできます。削除されたキャンペーン
は、GetRecommendationsリクエストで指定できなくなりました。キャンペーンの作成方法については、
を参照してくださいCreateCampaign。

リクエストの構文

{ 
   "campaignArn": "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。

campaignArn (p. 428)

削除するキャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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。

428

https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_RS_GetRecommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_CreateCampaign.html


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DeleteCampaign
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DeleteCampaign
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DeleteCampaign
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DeleteDataset
サービス: Amazon Personalize

データセットを削除します。関連付けられた DatasetImportJob または SolutionVersion が 
CREATE PENDING または IN PROGRESS 状態にある場合、データセットを削除することはできませ
ん。データセットの詳細については、「CreateDataset」を参照してください。

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. 430)

削除するデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_CreateDataset.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/DeleteDataset
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https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DeleteDataset
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DeleteDatasetGroup
サービス: Amazon Personalize

データセットグループを削除します。データセットグループを削除する前に、以下を削除する必要があり
ます。

• すべての関連付けられたイベントトラッカー。
• すべての関連付けられたソリューション。
• データセットグループのすべてのデータセット。

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. 432)

削除するデータセットグループの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/DeleteDatasetGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/DeleteDatasetGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DeleteDatasetGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DeleteDatasetGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DeleteDatasetGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/DeleteDatasetGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DeleteDatasetGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DeleteDatasetGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DeleteDatasetGroup
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DeleteEventTracker
サービス: Amazon Personalize

イベントトラッカーを削除します。関連付けられたデータセットグループからイベントインタラクション
のデータセットを削除しません。イベントトラッカーの詳細については、「CreateEventTracker」を参照
してください。

リクエストの構文

{ 
   "eventTrackerArn": "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。

eventTrackerArn (p. 434)

削除するイベントトラッカーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_CreateEventTracker.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/DeleteEventTracker
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https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/DeleteEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DeleteEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DeleteEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DeleteEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/DeleteEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DeleteEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DeleteEventTracker
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DeleteEventTracker
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DeleteFilter
サービス: Amazon Personalize

フィルターを削除します。

リクエストの構文

{ 
   "filterArn": "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。

filterArn (p. 436)

削除するフィルターの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/DeleteFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/DeleteFilter
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DeleteFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DeleteFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DeleteFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/DeleteFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DeleteFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DeleteFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DeleteFilter
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DeleteMetricAttribution
サービス: Amazon Personalize

指標アトリビューションを削除します。

リクエストの構文

{ 
   "metricAttributionArn": "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。

metricAttributionArn (p. 438)

メトリックスアトリビューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/DeleteMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/DeleteMetricAttribution
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

439

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DeleteMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DeleteMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DeleteMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/DeleteMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DeleteMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DeleteMetricAttribution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DeleteMetricAttribution
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DeleteRecommender
サービス: Amazon Personalize

レコメンダーを非アクティブにして削除します。GetRecommendations削除されたレコメンダーをリクエ
ストで指定することはできなくなります。

リクエストの構文

{ 
   "recommenderArn": "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。

recommenderArn (p. 440)

削除するレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_RS_GetRecommendations.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/DeleteRecommender
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https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/DeleteRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DeleteRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DeleteRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DeleteRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/DeleteRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DeleteRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DeleteRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DeleteRecommender
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DeleteSchema
サービス: Amazon Personalize

スキーマを削除します。スキーマを削除する前に、そのスキーマを参照しているすべてのデータセットを
削除する必要があります。スキーマの詳細については、「CreateSchema」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "schemaArn": "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。

schemaArn (p. 442)

削除するスキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_CreateSchema.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/DeleteSchema
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https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/DeleteSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DeleteSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DeleteSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DeleteSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/DeleteSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DeleteSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DeleteSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DeleteSchema
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DeleteSolution
サービス: Amazon Personalize

ソリューションのすべてのバージョンと Solution オブジェクト自体を削除します。ソリューション
を削除する前に、そのソリューションに基づくすべてのキャンペーンを削除する必要があります。ソ
リューションを使用しているキャンペーンを確認するには、ListCampaigns を呼び出して、ソリューショ
ンの Amazon リソースネーム (ARN) を提供します。関連付けられた SolutionVersion が CREATE 
PENDING または IN PROGRESS 状態にある場合、ソリューションを削除することはできません。ソ
リューションの詳細については、「CreateSolution」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "solutionArn": "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。

solutionArn (p. 444)

削除するソリューションの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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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https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_ListCampaigns.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_CreateSolution.html
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/DeleteSolution
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/DeleteSolution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DeleteSolution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DeleteSolution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DeleteSolution
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/DeleteSolution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DeleteSolution
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DeleteSolution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DeleteSolution
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DescribeAlgorithm
サービス: Amazon Personalize

特定のアルゴリズムを記述します。

リクエストの構文

{ 
   "algorithmArn": "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. 446)

記述するアルゴリズムの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "algorithm": {  
      "algorithmArn": "string", 
      "algorithmImage": {  
         "dockerURI": "string", 
         "name": "string" 
      }, 
      "creationDateTime": number, 
      "defaultHyperParameterRanges": {  
         "categoricalHyperParameterRanges": [  
            {  
               "isTunable": boolean, 
               "name": "string", 
               "values": [ "string" ] 
            } 
         ], 
         "continuousHyperParameterRanges": [  
            {  
               "isTunable": boolean, 
               "maxValue": number, 
               "minValue": number, 
               "name": "string" 
            } 
         ], 
         "integerHyperParameterRanges": [  
            {  
               "isTunable": boolean, 
               "maxValue": number, 
               "minValue": number, 
               "name": "string" 
            } 
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         ] 
      }, 
      "defaultHyperParameters": {  
         "string" : "string"  
      }, 
      "defaultResourceConfig": {  
         "string" : "string"  
      }, 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "name": "string", 
      "roleArn": "string", 
      "trainingInputMode": "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。

algorithm (p. 446)

アルゴリズムのプロパティのリスト。

型: Algorithm (p. 567) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeBatchInferenceJob
サービス: Amazon Personalize

名前、Amazon リソースネーム (ARN)、ステータス、入力と出力の設定、およびレコメンデーションの生
成に使用されたソリューションバージョンの ARN を含むバッチ推論ジョブのプロパティを取得します。

リクエストの構文

{ 
   "batchInferenceJobArn": "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。

batchInferenceJobArn (p. 448)

記述するバッチ推論ジョブの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "batchInferenceJob": {  
      "batchInferenceJobArn": "string", 
      "batchInferenceJobConfig": {  
         "itemExplorationConfig": {  
            "string" : "string"  
         } 
      }, 
      "creationDateTime": number, 
      "failureReason": "string", 
      "filterArn": "string", 
      "jobInput": {  
         "s3DataSource": {  
            "kmsKeyArn": "string", 
            "path": "string" 
         } 
      }, 
      "jobName": "string", 
      "jobOutput": {  
         "s3DataDestination": {  
            "kmsKeyArn": "string", 
            "path": "string" 
         } 
      }, 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "numResults": number, 
      "roleArn": "string", 
      "solutionVersionArn": "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。

batchInferenceJob (p. 448)

指定されたバッチ推論ジョブに関する情報。

型: BatchInferenceJob (p. 572) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeBatchSegmentJob
サービス: Amazon Personalize

名前、Amazon リソースネーム (ARN)、ステータス、入力と出力の設定、およびセグメントの生成に使用
されたソリューションバージョンの ARN を含むバッチセグメントジョブのプロパティを取得します。

リクエストの構文

{ 
   "batchSegmentJobArn": "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。

batchSegmentJobArn (p. 450)

記述するバッチセグメントジョブの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "batchSegmentJob": {  
      "batchSegmentJobArn": "string", 
      "creationDateTime": number, 
      "failureReason": "string", 
      "filterArn": "string", 
      "jobInput": {  
         "s3DataSource": {  
            "kmsKeyArn": "string", 
            "path": "string" 
         } 
      }, 
      "jobName": "string", 
      "jobOutput": {  
         "s3DataDestination": {  
            "kmsKeyArn": "string", 
            "path": "string" 
         } 
      }, 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "numResults": number, 
      "roleArn": "string", 
      "solutionVersionArn": "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。
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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。

batchSegmentJob (p. 450)

指定されたバッチセグメントジョブに関する情報。

型: BatchSegmentJob (p. 580) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

451

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/DescribeBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/DescribeBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DescribeBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DescribeBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DescribeBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/DescribeBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/DescribeBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/DescribeBatchSegmentJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DescribeBatchSegmentJob


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

DescribeCampaign
サービス: Amazon Personalize

ステータスを含む、特定のキャンペーンを記述します。

キャンペーンは、次に示す状態のいずれかになります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

status が CREATE FAILED の場合、レスポンスには理由を記述する failureReason キーが含まれま
す。

キャンペーンの詳細については、「CreateCampaign」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "campaignArn": "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。

campaignArn (p. 452)

キャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "campaign": {  
      "campaignArn": "string", 
      "campaignConfig": {  
         "itemExplorationConfig": {  
            "string" : "string"  
         } 
      }, 
      "creationDateTime": number, 
      "failureReason": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "latestCampaignUpdate": {  
         "campaignConfig": {  
            "itemExplorationConfig": {  
               "string" : "string"  
            } 
         }, 
         "creationDateTime": number, 
         "failureReason": "string", 
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         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "minProvisionedTPS": number, 
         "solutionVersionArn": "string", 
         "status": "string" 
      }, 
      "minProvisionedTPS": number, 
      "name": "string", 
      "solutionVersionArn": "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。

campaign (p. 452)

キャンペーンのプロパティ。

型: Campaign (p. 587) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK 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 Personalize

特定のデータセットの記述を表示します。データセットの詳細については、「CreateDataset」を参照して
ください。

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. 454)

記述するデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "dataset": {  
      "creationDateTime": number, 
      "datasetArn": "string", 
      "datasetGroupArn": "string", 
      "datasetType": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "name": "string", 
      "schemaArn": "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。

dataset (p. 454)

データセットのプロパティのリスト。

型: Dataset (p. 596) オブジェクト
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エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeDatasetExportJob
サービス: Amazon Personalize

CreateDatasetExportJob によって作成されたデータセットのエクスポートジョブについて、エクスポート
ジョブのステータスを含めて記述します。

リクエストの構文

{ 
   "datasetExportJobArn": "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。

datasetExportJobArn (p. 456)

記述するデータセットのエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "datasetExportJob": {  
      "creationDateTime": number, 
      "datasetArn": "string", 
      "datasetExportJobArn": "string", 
      "failureReason": "string", 
      "ingestionMode": "string", 
      "jobName": "string", 
      "jobOutput": {  
         "s3DataDestination": {  
            "kmsKeyArn": "string", 
            "path": "string" 
         } 
      }, 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "roleArn": "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。

datasetExportJob (p. 456)

ステータスを含む、データセットのエクスポートジョブに関する情報。
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ステータスは、次のいずれかの値です。
• CREATE PENDING
• CREATE IN_PROGRESS
• ACTIVE
• CREATE FAILED

型: DatasetExportJob (p. 598) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK 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 Personalize

特定のデータセットグループを記述します。データセットグループの詳細については、
「CreateDatasetGroup」を参照してください。

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. 458)

記述するデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "datasetGroup": {  
      "creationDateTime": number, 
      "datasetGroupArn": "string", 
      "domain": "string", 
      "failureReason": "string", 
      "kmsKeyArn": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "name": "string", 
      "roleArn": "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。

datasetGroup (p. 458)

データセットグループのプロパティのリスト。

型: DatasetGroup (p. 604) オブジェクト
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エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK 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 Personalize

CreateDatasetImportJob によって作成されたデータセットのインポートジョブについて、インポートジョ
ブのステータスを含めて記述します。

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. 460)

記述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)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "datasetImportJob": {  
      "creationDateTime": number, 
      "datasetArn": "string", 
      "datasetImportJobArn": "string", 
      "dataSource": {  
         "dataLocation": "string" 
      }, 
      "failureReason": "string", 
      "importMode": "string", 
      "jobName": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "publishAttributionMetricsToS3": boolean, 
      "roleArn": "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。

datasetImportJob (p. 460)

ステータスを含む、データセットのインポートジョブに関する情報。

ステータスは、次のいずれかの値です。
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• CREATE PENDING
• CREATE IN_PROGRESS
• ACTIVE
• CREATE FAILED

型: DatasetImportJob (p. 608) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeEventTracker
サービス: Amazon Personalize

イベントトラッカーの説明を記述します。レスポンスには、イベントトラッカーの trackingId と
status が含まれます。イベントトラッカーの詳細については、「CreateEventTracker」を参照してくだ
さい。

リクエストの構文

{ 
   "eventTrackerArn": "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。

eventTrackerArn (p. 462)

記述するイベントトラッカーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "eventTracker": {  
      "accountId": "string", 
      "creationDateTime": number, 
      "datasetGroupArn": "string", 
      "eventTrackerArn": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "name": "string", 
      "status": "string", 
      "trackingId": "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。

eventTracker (p. 462)

イベントトラッカーを記述するオブジェクトです。

型: EventTracker (p. 624) オブジェクト
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エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeFeatureTransformation
サービス: Amazon Personalize

特定の特徴変換を記述します。

リクエストの構文

{ 
   "featureTransformationArn": "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。

featureTransformationArn (p. 464)

記述する特徴変換の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "featureTransformation": {  
      "creationDateTime": number, 
      "defaultParameters": {  
         "string" : "string"  
      }, 
      "featureTransformationArn": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "name": "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。

featureTransformation (p. 464)

FeatureTransformation プロパティのリスト。

型: FeatureTransformation (p. 628) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeFilter
サービス: Amazon Personalize

フィルターのプロパティを記述します。

リクエストの構文

{ 
   "filterArn": "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。

filterArn (p. 466)

記述するフィルターの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "filter": {  
      "creationDateTime": number, 
      "datasetGroupArn": "string", 
      "failureReason": "string", 
      "filterArn": "string", 
      "filterExpression": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "name": "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。

filter (p. 466)

フィルターの詳細。

型: Filter (p. 630) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeMetricAttribution
サービス: Amazon Personalize

メトリックアトリビューションについて説明します。

リクエストの構文

{ 
   "metricAttributionArn": "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。

metricAttributionArn (p. 468)

メトリックスアトリビューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "metricAttribution": {  
      "creationDateTime": number, 
      "datasetGroupArn": "string", 
      "failureReason": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "metricAttributionArn": "string", 
      "metricsOutputConfig": {  
         "roleArn": "string", 
         "s3DataDestination": {  
            "kmsKeyArn": "string", 
            "path": "string" 
         } 
      }, 
      "name": "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。

metricAttribution (p. 468)

メトリックアトリビューションの詳細。

型: MetricAttribution (p. 640) オブジェクト
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エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeRecipe
サービス: Amazon Personalize

レシピを説明を記述します。

レシピには 3 つのアイテムが含まれています。

• モデルをトレーニングするアルゴリズム。
• トレーニングを統制するハイパーパラメータ。
• トレーニング前に入力データを変更するための特徴変換に関する情報。

Amazon Personalize は、事前定義された一連のレシピを提供します。CreateSolution API を使用してソ
リューションを作成するときに、レシピを指定します。CreateSolution は、指定されたレシピのアル
ゴリズムとトレーニングデータセットを使用してモデルをトレーニングします。ソリューションをキャ
ンペーンとしてデプロイすると、GetRecommendationsAPI を使用してレコメンデーションを提供できま
す。

リクエストの構文

{ 
   "recipeArn": "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。

recipeArn (p. 470)

記述するレシピの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "recipe": {  
      "algorithmArn": "string", 
      "creationDateTime": number, 
      "description": "string", 
      "featureTransformationArn": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "name": "string", 
      "recipeArn": "string", 
      "recipeType": "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。
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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。

recipe (p. 470)

レシピを記述するオブジェクト。

型: Recipe (p. 646) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeRecommender
サービス: Amazon Personalize

ステータスを含む、特定のレコメンダーを記述します。

レコメンダーは、次に示す状態のいずれかになります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• 保留中停止 > 進行中停止 > 非アクティブ > 保留中開始 > 進行中開始 > アクティブ
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

status が CREATE FAILED の場合、レスポンスには理由を記述する failureReason キーが含まれま
す。

レコメンダーを作成または削除する場合、modelMetricsキーはnullです。

レコメンダーの詳細については、を参照してくださいCreateRecommender。

リクエストの構文

{ 
   "recommenderArn": "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。

recommenderArn (p. 472)

記述するレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "recommender": {  
      "creationDateTime": number, 
      "datasetGroupArn": "string", 
      "failureReason": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "latestRecommenderUpdate": {  
         "creationDateTime": number, 
         "failureReason": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "recommenderConfig": {  
            "itemExplorationConfig": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "minRecommendationRequestsPerSecond": number

472

https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/API_CreateRecommender.html


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

         }, 
         "status": "string" 
      }, 
      "modelMetrics": {  
         "string" : number 
      }, 
      "name": "string", 
      "recipeArn": "string", 
      "recommenderArn": "string", 
      "recommenderConfig": {  
         "itemExplorationConfig": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "minRecommendationRequestsPerSecond": 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。

recommender (p. 472)

レコメンダーのプロパティ。

型: Recommender (p. 650) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeSchema
サービス: Amazon Personalize

スキーマの説明を記述します。スキーマの詳細については、「CreateSchema」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "schemaArn": "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。

schemaArn (p. 475)

取得するスキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "schema": {  
      "creationDateTime": number, 
      "domain": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "name": "string", 
      "schema": "string", 
      "schemaArn": "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。

schema (p. 475)

リクエストされたスキーマ。

型: DatasetSchema (p. 613) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeSolution
サービス: Amazon Personalize

ソリューションの説明を記述します。ソリューションの詳細については、「CreateSolution」を参照して
ください。

リクエストの構文

{ 
   "solutionArn": "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。

solutionArn (p. 477)

記述するソリューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "solution": {  
      "autoMLResult": {  
         "bestRecipeArn": "string" 
      }, 
      "creationDateTime": number, 
      "datasetGroupArn": "string", 
      "eventType": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "latestSolutionVersion": {  
         "creationDateTime": number, 
         "failureReason": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "solutionVersionArn": "string", 
         "status": "string" 
      }, 
      "name": "string", 
      "performAutoML": boolean, 
      "performHPO": boolean, 
      "recipeArn": "string", 
      "solutionArn": "string", 
      "solutionConfig": {  
         "algorithmHyperParameters": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "autoMLConfig": {  
            "metricName": "string", 
            "recipeList": [ "string" ] 
         }, 
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         "eventValueThreshold": "string", 
         "featureTransformationParameters": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "hpoConfig": {  
            "algorithmHyperParameterRanges": {  
               "categoricalHyperParameterRanges": [  
                  {  
                     "name": "string", 
                     "values": [ "string" ] 
                  } 
               ], 
               "continuousHyperParameterRanges": [  
                  {  
                     "maxValue": number, 
                     "minValue": number, 
                     "name": "string" 
                  } 
               ], 
               "integerHyperParameterRanges": [  
                  {  
                     "maxValue": number, 
                     "minValue": number, 
                     "name": "string" 
                  } 
               ] 
            }, 
            "hpoObjective": {  
               "metricName": "string", 
               "metricRegex": "string", 
               "type": "string" 
            }, 
            "hpoResourceConfig": {  
               "maxNumberOfTrainingJobs": "string", 
               "maxParallelTrainingJobs": "string" 
            } 
         }, 
         "optimizationObjective": {  
            "itemAttribute": "string", 
            "objectiveSensitivity": "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。

solution (p. 477)

ソリューションを記述するオブジェクト。

型: Solution (p. 659) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeSolutionVersion
サービス: Amazon Personalize

ソリューションの特定のバージョンを記述します。ソリューションの詳細については、以下を参照してく
ださい。CreateSolution

リクエストの構文

{ 
   "solutionVersionArn": "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。

solutionVersionArn (p. 480)

ソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "solutionVersion": {  
      "creationDateTime": number, 
      "datasetGroupArn": "string", 
      "eventType": "string", 
      "failureReason": "string", 
      "lastUpdatedDateTime": number, 
      "name": "string", 
      "performAutoML": boolean, 
      "performHPO": boolean, 
      "recipeArn": "string", 
      "solutionArn": "string", 
      "solutionConfig": {  
         "algorithmHyperParameters": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "autoMLConfig": {  
            "metricName": "string", 
            "recipeList": [ "string" ] 
         }, 
         "eventValueThreshold": "string", 
         "featureTransformationParameters": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "hpoConfig": {  
            "algorithmHyperParameterRanges": {  
               "categoricalHyperParameterRanges": [  
                  {  
                     "name": "string", 
                     "values": [ "string" ] 
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                  } 
               ], 
               "continuousHyperParameterRanges": [  
                  {  
                     "maxValue": number, 
                     "minValue": number, 
                     "name": "string" 
                  } 
               ], 
               "integerHyperParameterRanges": [  
                  {  
                     "maxValue": number, 
                     "minValue": number, 
                     "name": "string" 
                  } 
               ] 
            }, 
            "hpoObjective": {  
               "metricName": "string", 
               "metricRegex": "string", 
               "type": "string" 
            }, 
            "hpoResourceConfig": {  
               "maxNumberOfTrainingJobs": "string", 
               "maxParallelTrainingJobs": "string" 
            } 
         }, 
         "optimizationObjective": {  
            "itemAttribute": "string", 
            "objectiveSensitivity": "string" 
         } 
      }, 
      "solutionVersionArn": "string", 
      "status": "string", 
      "trainingHours": number, 
      "trainingMode": "string", 
      "tunedHPOParams": {  
         "algorithmHyperParameters": {  
            "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。

solutionVersion (p. 480)

ソリューションバージョン。

型: SolutionVersion (p. 666) オブジェクト

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetSolutionMetrics
サービス: Amazon Personalize

指定されたソリューションバージョンのメトリクスを取得します。

リクエストの構文

{ 
   "solutionVersionArn": "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。

solutionVersionArn (p. 483)

メトリクスを取得するソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "metrics": {  
      "string" : number 
   }, 
   "solutionVersionArn": "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。

metrics (p. 483)

ソリューションバージョンのメトリクス。詳細については、メトリクスを使用してソリューション
バージョンを評価するを参照してください。

タイプ: ダブルマップへの文字列。

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。
solutionVersionArn (p. 483)

リクエストで指定されたものと同じソリューションバージョン ARN。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListBatchInferenceJobs
サービス: Amazon Personalize

ソリューションバージョンから実行されたバッチ推論ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文

{ 
   "maxResults": number, 
   "nextToken": "string", 
   "solutionVersionArn": "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. 485)

各ページで返されるバッチ推論ジョブの結果の最大数。デフォルト値は 100 です。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 485)

次の結果ページを要求するためのトークン。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ
solutionVersionArn (p. 485)

バッチ推論ジョブが作成されたソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "batchInferenceJobs": [  
      {  
         "batchInferenceJobArn": "string", 
         "creationDateTime": number, 
         "failureReason": "string", 
         "jobName": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "solutionVersionArn": "string", 
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         "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。

batchInferenceJobs (p. 485)

返される各ジョブに関する情報を含むリスト。

型: BatchInferenceJobSummary (p. 578) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 485)

次の結果ページの取得に使用するトークン。返される結果がそれ以上存在しない場合、値は null に
なります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListBatchSegmentJobs
サービス: Amazon Personalize

指定したソリューションバージョンから実行されたバッチセグメントジョブのリストを取得します。

リクエストの構文

{ 
   "maxResults": number, 
   "nextToken": "string", 
   "solutionVersionArn": "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. 488)

各ページで返されるバッチセグメントジョブの結果の最大数。デフォルト値は 100 です。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 488)

次の結果ページを要求するためのトークン。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ
solutionVersionArn (p. 488)

バッチセグメントジョブがバッチセグメントを生成するために使用したソリューションバージョンの 
Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "batchSegmentJobs": [  
      {  
         "batchSegmentJobArn": "string", 
         "creationDateTime": number, 
         "failureReason": "string", 
         "jobName": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
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         "solutionVersionArn": "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。

batchSegmentJobs (p. 488)

返される各ジョブに関する情報を含むリスト。

型: BatchSegmentJobSummary (p. 585) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 488)

次の結果ページの取得に使用するトークン。返される結果がそれ以上存在しない場合、値は null に
なります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListCampaigns
サービス: Amazon Personalize

特定のソリューションを使用するキャンペーンのリストを返します。ソリューションが指定されてい
ない場合、アカウントに関連付けられているすべてのキャンペーンが一覧表示されます。レスポンス
は、Amazon リソースネーム (ARN) など、各キャンペーンのプロパティを提供します。キャンペーンの詳
細については、「CreateCampaign」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "maxResults": number, 
   "nextToken": "string", 
   "solutionArn": "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. 491)

返されるキャンペーンの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 491)

キャンペーンの次のセットを取得するために、前の ListCampaigns に対する呼び出しから返された
トークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ
solutionArn (p. 491)

キャンペーンを一覧表示するソリューションの Amazon リソースネーム (ARN)。ソリューションが指
定されていない場合、アカウントに関連付けられているすべてのキャンペーンが一覧表示されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "campaigns": [  
      {  
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         "campaignArn": "string", 
         "creationDateTime": number, 
         "failureReason": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "name": "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。

campaigns (p. 491)

キャンペーンのリスト。

型: CampaignSummary (p. 590) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 491)

キャンペーンの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListDatasetExportJobs
サービス: Amazon Personalize

特定のデータセットを使用するデータセットのエクスポートジョブのリストを返します。データセット
が指定されていない場合、アカウントに関連付けられているすべてのデータセットのエクスポートジョ
ブが一覧表示されます。レスポンスは、Amazon リソースネーム (ARN) など、データセットの各エク
スポートジョブのプロパティを提供します。データセットのエクスポートジョブの詳細については、
「CreateDatasetExportJob」を参照してください。データセットの詳細については、「CreateDataset」を
参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "datasetArn": "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。

datasetArn (p. 494)

データセットのエクスポートジョブを一覧表示するデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
maxResults (p. 494)

返されるデータセットのエクスポートジョブの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 494)

データセットのエクスポートジョブの次のセットを取得するために、前の
ListDatasetExportJobs に対する呼び出しから返されたトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "datasetExportJobs": [  
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      {  
         "creationDateTime": number, 
         "datasetExportJobArn": "string", 
         "failureReason": "string", 
         "jobName": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "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。

datasetExportJobs (p. 494)

データセットのエクスポートジョブのリスト。

型: DatasetExportJobSummary (p. 602) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 494)

データセットのエクスポートジョブの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript

495

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/ListDatasetExportJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/ListDatasetExportJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/ListDatasetExportJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/ListDatasetExportJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/ListDatasetExportJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/ListDatasetExportJobs


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListDatasetGroups
サービス: Amazon Personalize

データセットグループのリストを返します。レスポンスは、Amazon リソースネーム (ARN) など、
各データセットグループのプロパティを提供します。データセットグループの詳細については、
「CreateDatasetGroup」を参照してください。

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. 497)

返されるデータセットグループの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 497)

データセットグループの次のセットを取得するために、前の ListDatasetGroups に対する呼び出
しから返されたトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "datasetGroups": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
         "datasetGroupArn": "string", 
         "domain": "string", 
         "failureReason": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "name": "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。
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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. 497)

データセットグループのリスト。

型: DatasetGroupSummary (p. 606) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 497)

データセットグループの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK 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 Personalize

特定のデータセットを使用するデータセットのインポートジョブのリストを返します。データセット
が指定されていない場合、アカウントに関連付けられているすべてのデータセットのインポートジョ
ブが一覧表示されます。レスポンスは、Amazon リソースネーム (ARN) など、データセットの各イ
ンポートジョブのプロパティを提供します。データセットのインポートジョブの詳細については、
「CreateDatasetImportJob」を参照してください。データセットの詳細については、「CreateDataset」を
参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "datasetArn": "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。

datasetArn (p. 499)

データセットのインポートジョブを一覧表示するデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
maxResults (p. 499)

返されるデータセットのインポートジョブの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 499)

データセットのインポートジョブの次のセットを取得するために、前の ListDatasetImportJobs
に対する呼び出しから返されたトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "datasetImportJobs": [  
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      {  
         "creationDateTime": number, 
         "datasetImportJobArn": "string", 
         "failureReason": "string", 
         "importMode": "string", 
         "jobName": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "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. 499)

データセットのインポートジョブのリスト。

型: DatasetImportJobSummary (p. 611) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 499)

データセットのインポートジョブの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS用の SDK 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 Personalize

特定のデータセットグループに含まれるデータセットのリストを返します。レスポンスは、Amazon リ
ソースネーム (ARN) など、各データセットのプロパティを提供します。データセットの詳細については、
「CreateDataset」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "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。

datasetGroupArn (p. 502)

一覧表示するデータセットを含むデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
maxResults (p. 502)

返されるデータセットの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 502)

データセットのインポートジョブの次のセットを取得するために、前の ListDatasetImportJobs
に対する呼び出しから返されたトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "datasets": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
         "datasetArn": "string", 
         "datasetType": "string", 
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         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "name": "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。

datasets (p. 502)

Dataset オブジェクトの配列。各オブジェクトはメタデータ情報を提供します。

型: DatasetSummary (p. 617) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 502)

データセットの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListEventTrackers
サービス: Amazon Personalize

アカウントに関連付けられているイベントトラッカーのリストを返します。レスポンスは、Amazon リ
ソースネーム (ARN) や追跡 ID など、各イベントトラッカーのプロパティを提供します。イベントトラッ
カーの詳細については、「CreateEventTracker」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "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。

datasetGroupArn (p. 505)

レスポンスのフィルタリングに使用されるデータセットグループの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
maxResults (p. 505)

返されるイベントトラッカーの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 505)

イベントトラッカーの次のセットを取得するために、前の ListEventTrackers に対する呼び出し
から返されたトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "eventTrackers": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
         "eventTrackerArn": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
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         "name": "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。

eventTrackers (p. 505)

イベントトラッカーのリスト。

型: EventTrackerSummary (p. 626) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 505)

イベントトラッカーの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListFilters
サービス: Amazon Personalize

特定のデータセットグループに属するすべてのフィルターを一覧表示します。

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "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。

datasetGroupArn (p. 508)

フィルターを含むデータセットグループの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
maxResults (p. 508)

返されるフィルターの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 508)

フィルターの次のセットを取得するために、前の ListFilters に対する呼び出しから返されたトー
クン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "Filters": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
         "datasetGroupArn": "string", 
         "failureReason": "string", 
         "filterArn": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
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         "name": "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。

Filters (p. 508)

返されたフィルターのリスト。

型: FilterSummary (p. 632) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 508)

フィルターの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListMetricAttributionMetrics
サービス: Amazon Personalize

メトリクスアトリビューションのメトリクスを一覧表示します。

リクエストの構文

{ 
   "maxResults": number, 
   "metricAttributionArn": "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。

maxResults (p. 511)

結果の 1 ページに返されるメトリクスの最大数です。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
metricAttributionArn (p. 511)

属性を取得するメトリクスアトリビューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
nextToken (p. 511)

次のページの結果を取得する以前のリクエストのページ割りトークンを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "metrics": [  
      {  
         "eventType": "string", 
         "expression": "string", 
         "metricName": "string" 
      } 
   ], 
   "nextToken": "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。

metrics (p. 511)

指定されたメトリクスアトリビューションのメトリクス。

型: MetricAttribute (p. 639) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 10 項目です。
nextToken (p. 511)

ListMetricAttributionMetricsResponse次のページの結果を取得する以前のリクエストのペー
ジ割りトークンを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListMetricAttributions
サービス: Amazon Personalize

指標のアトリビューションを一覧表示します。

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "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。

datasetGroupArn (p. 513)

メトリクスのデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
maxResults (p. 513)

結果の1ページに返されるメトリクスのアトリビューションの最大数です。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 513)

次の結果ページの結果を取得する以前のリクエストのページ割りトークンを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "metricAttributions": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
         "failureReason": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "metricAttributionArn": "string", 
         "name": "string", 
         "status": "string" 
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      } 
   ], 
   "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。

metricAttributions (p. 513)

メトリクスのアトリクスのリスト。

型: MetricAttributionSummary (p. 643) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
nextToken (p. 513)

次の結果ページの結果を取得する以前のリクエストのページ割りトークンを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

514

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/ListMetricAttributions
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/ListMetricAttributions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/ListMetricAttributions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/ListMetricAttributions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/ListMetricAttributions
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/ListMetricAttributions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/ListMetricAttributions
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/ListMetricAttributions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/ListMetricAttributions


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

ListRecipes
サービス: Amazon Personalize

利用可能なレシピのリストを返します。レスポンスは、レシピの Amazon リソースネーム (ARN) など、各
レシピのプロパティを提供します。

リクエストの構文

{ 
   "domain": "string", 
   "maxResults": number, 
   "nextToken": "string", 
   "recipeProvider": "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。

domain (p. 515)

ドメインデータセットグループのドメインごとに返されたレシピをフィルタリングします。このドメ
インのレシピ (ドメインデータセットグループのユースケース) のみがレスポンスに含まれます。ドメ
インを指定しないと、すべてのレシピが返されます。

タイプ: 文字列

有効な値:  ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

必須: いいえ
maxResults (p. 515)

返されるレシピの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 515)

レシピの次のセットを取得するために、前の ListRecipes に対する呼び出しから返されたトークン 
(存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ
recipeProvider (p. 515)

デフォルトは SERVICE です。

タイプ: 文字列

有効な値:  SERVICE

必須: いいえ
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レスポンスの構文

{ 
   "nextToken": "string", 
   "recipes": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
         "domain": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "name": "string", 
         "recipeArn": "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. 516)

次のレシピセットを取得するためのトークン。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。
recipes (p. 516)

使用可能なレシピのリスト。

型: RecipeSummary (p. 648) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListRecommenders
サービス: Amazon Personalize

特定のドメインデータセットグループ内のレコメンダーのリストを返します。ドメインデータセットグ
ループが指定されていない場合、アカウントに関連付けられているすべてのレコメンダーが一覧表示され
ます。レスポンスは、Amazon リソースネーム (ARN) など、各レコメンダーのプロパティを提供します。
レコメンダーの詳細については、を参照してくださいCreateRecommender。

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "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。

datasetGroupArn (p. 518)

レコメンダーを一覧表示するドメインデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。ドメ
インデータセットグループが指定されていない場合、アカウントに関連付けられているすべてのレコ
メンダーが一覧表示されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
maxResults (p. 518)

返されるレコメンダーの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 518)

レコメンダーの次のセットを取得するために、前の ListRecommenders に対する呼び出しから返さ
れたトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "nextToken": "string", 
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   "recommenders": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
         "datasetGroupArn": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "name": "string", 
         "recipeArn": "string", 
         "recommenderArn": "string", 
         "recommenderConfig": {  
            "itemExplorationConfig": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "minRecommendationRequestsPerSecond": 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。

nextToken (p. 518)

レコメンダーの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。
recommenders (p. 518)

レコメンダーのリスト。

型: RecommenderSummary (p. 654) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
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• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListSchemas
サービス: Amazon Personalize

アカウントに関連付けられているスキーマのリストを返します。レスポンスは、Amazon リソースネーム 
(ARN) など、各スキーマのプロパティを提供します。スキーマの詳細については、「CreateSchema」を
参照してください。

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. 521)

返されるスキーマの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 521)

スキーマの次のセットを取得するために、前の ListSchemas に対する呼び出しから返されたトーク
ン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "nextToken": "string", 
   "schemas": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
         "domain": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "name": "string", 
         "schemaArn": "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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nextToken (p. 521)

スキーマの次のセットを取得するために使用するトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。
schemas (p. 521)

スキーマのリスト。

型: DatasetSchemaSummary (p. 615) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

エラー

InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/ListSchemas
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/ListSchemas
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/ListSchemas
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ListSolutions
サービス: Amazon Personalize

特定のデータセットグループを使用するソリューションのリストを返します。データセットグループが指
定されていない場合、アカウントに関連付けられているすべてのソリューションが一覧表示されます。
レスポンスは、Amazon リソースネーム (ARN) など、各ソリューションのプロパティを提供します。ソ
リューションの詳細については、「CreateSolution」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "datasetGroupArn": "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。

datasetGroupArn (p. 523)

データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
maxResults (p. 523)

返されるソリューションの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 523)

ソリューションの次のセットを取得するために、前の ListSolutions に対する呼び出しから返され
たトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "nextToken": "string", 
   "solutions": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
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         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "name": "string", 
         "recipeArn": "string", 
         "solutionArn": "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. 523)

ソリューションの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。
solutions (p. 523)

現在のソリューションのリスト。

型: SolutionSummary (p. 664) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/ListSolutions
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/ListSolutions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/ListSolutions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/ListSolutions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/ListSolutions
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/ListSolutions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/ListSolutions
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/ListSolutions
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• AWS SDK for Ruby V3

525

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/ListSolutions


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

ListSolutionVersions
サービス: Amazon Personalize

特定のソリューションのソリューションバージョンのリストを返します。ソリューションが指定されてい
ない場合、アカウントに関連付けられているすべてのソリューションバージョンが一覧表示されます。レ
スポンスは、Amazon リソースネーム (ARN) など、各ソリューションバージョンのプロパティを提供しま
す。

リクエストの構文

{ 
   "maxResults": number, 
   "nextToken": "string", 
   "solutionArn": "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. 526)

返されるソリューションバージョンの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

必須: いいえ
nextToken (p. 526)

ソリューションバージョンの次のセットを取得するために、前の ListSolutionVersions に対する
呼び出しから返されたトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。

必須: いいえ
solutionArn (p. 526)

ソリューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "nextToken": "string", 
   "solutionVersions": [  
      {  
         "creationDateTime": number, 
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         "failureReason": "string", 
         "lastUpdatedDateTime": number, 
         "solutionVersionArn": "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. 526)

ソリューションバージョンの次のセットを取得するためのトークン (存在する場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1500 です。
solutionVersions (p. 526)

バージョンのプロパティを記述するソリューションバージョンのリスト。

型: SolutionVersionSummary (p. 670) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException

トークンが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/ListSolutionVersions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/ListSolutionVersions
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• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/ListSolutionVersions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/ListSolutionVersions
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/ListSolutionVersions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/ListSolutionVersions
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ListTagsForResource
サービス: Amazon Personalize

リソースに添付されたタグのリストを取得します。

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. 529)

リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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. 529)

リソースのタグ (ARN) です。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大 200 項目。

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。
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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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• 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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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/ListTagsForResource
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StartRecommender
サービス: Amazon Personalize

非アクティブなレコメンダーを起動します。レコメンダーを起動しても新しいモデルは作成されません
が、レコメンダーへの課金と自動再トレーニングが再開されます。

リクエストの構文

{ 
   "recommenderArn": "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。

recommenderArn (p. 531)

開始するレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "recommenderArn": "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。

recommenderArn (p. 531)

開始したレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/StartRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/StartRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/StartRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/StartRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/StartRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/personalize-2018-05-22/StartRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/StartRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/StartRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/StartRecommender


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

StopRecommender
サービス: Amazon Personalize

アクティブなレコメンダーを停止します。レコメンダーを停止すると、レコメンダーへの課金と自動再ト
レーニングが停止します。

リクエストの構文

{ 
   "recommenderArn": "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。

recommenderArn (p. 533)

停止するレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "recommenderArn": "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。

recommenderArn (p. 533)

停止したレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/personalize-2018-05-22/StopRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/personalize-2018-05-22/StopRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/StopRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/StopRecommender
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/personalize-2018-05-22/StopRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/personalize-2018-05-22/StopRecommender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/StopRecommender
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StopSolutionVersionCreation
サービス: Amazon Personalize

CREATE_PENDING または CREATE IN_PROGRESS の状態にあるソリューションバージョンの作成を停
止します。

ソリューションバージョンの現在の状態に応じて、ソリューションバージョンの状態は次のように変化し
ます。

• CREATE_PENDING > CREATE_STOPPED

または
• CREATE_IN_PROGRESS > CREATE_STOPPING > CREATE_STOPPED

ソリューションバージョンの作成を停止するまでに完了したすべてのトレーニングについて請求されま
す。停止したソリューションバージョンの作成を再開することはできません。

リクエストの構文

{ 
   "solutionVersionArn": "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。

solutionVersionArn (p. 535)

作成を停止するソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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
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ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の 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 Personalize

リソースにににににににににににににににににに

リクエストの構文

{ 
   "resourceArn": "string", 
   "tags": [  
      {  
         "tagKey": "string", 
         "tagValue": "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. 537)

リソースの (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
tags (p. 537)

リソースにに適用するタグ。詳細については、「Amazon Personalize リソースへのタグ付け」を参照
してください。

型: Tag (p. 672) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException

このリソースにに適用されているタグの最大数を超過しています。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• 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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UntagResource
サービス: Amazon Personalize

リソースに添付されているタグを削除します。

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. 539)

リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
tagKeys (p. 539)

リソースタグから削除するキー。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 200 項目です。

長さの制限: 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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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
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ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagKeysException

リクエストには、リソースに関連付けることができる数よりも多くのタグキーが含まれています (リ
ソースあたり 50 個のタグキー)。

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 コマンドラインインターフェイス
• 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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UpdateCampaign
サービス: Amazon Personalize

新しいソリューションをデプロイするか、キャンペーンの minProvisionedTPS パラメータの値を変更
して、キャンペーンを更新します。

キャンペーンを更新するには、キャンペーンのステータスが ACTIVE または CREATE FAILED である必
要があります。DescribeCampaignオペレーションを使用してキャンペーンのステータスを確認してくださ
い。

Note

更新の進行中でも、キャンペーンからおすすめ情報を取得できます。キャンペーンでは、最新の
キャンペーン更新ステータスがになるまで、以前のソリューションバージョンとキャンペーン設
定を使用してレコメンデーションを生成しますActive。

キャンペーンの詳細については、「CreateCampaign」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "campaignArn": "string", 
   "campaignConfig": {  
      "itemExplorationConfig": {  
         "string" : "string"  
      } 
   }, 
   "minProvisionedTPS": number, 
   "solutionVersionArn": "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。

campaignArn (p. 541)

キャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
campaignConfig (p. 541)

キャンペーンの設定の詳細。

型: CampaignConfig (p. 589) オブジェクト

必須: いいえ
minProvisionedTPS (p. 541)

Amazon Personalize がサポートする、リクエストされた 1 秒あたりの最小プロビジョンド
トランザクション (推奨) を指定します。minProvisionedTPS高くなると請求額が増えま
す。minProvisionedTPS(デフォルト) は 1 から始めることをお勧めします。Amazon CloudWatch 
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のメトリックスを使用して使用状況を追跡し、minProvisionedTPS必要に応じて使用量を増やしま
す。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。

必須: いいえ
solutionVersionArn (p. 541)

デプロイする新しいソリューションバージョンの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "campaignArn": "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。

campaignArn (p. 542)

リクエストで指定されたものと同じキャンペーン ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。
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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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateMetricAttribution
サービス: Amazon Personalize

指標アトリビューションを更新します。

リクエストの構文

{ 
   "addMetrics": [  
      {  
         "eventType": "string", 
         "expression": "string", 
         "metricName": "string" 
      } 
   ], 
   "metricAttributionArn": "string", 
   "metricsOutputConfig": {  
      "roleArn": "string", 
      "s3DataDestination": {  
         "kmsKeyArn": "string", 
         "path": "string" 
      } 
   }, 
   "removeMetrics": [ "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。

addMetrics (p. 544)

メトリックアトリビューションに新しいメトリック属性を追加します。

型: MetricAttribute (p. 639) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 10 項目です。

必須: いいえ
metricAttributionArn (p. 544)

更新するメトリックスアトリビューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
metricsOutputConfig (p. 544)

メトリックアトリビューションの出力設定。

型: MetricAttributionOutput (p. 642) オブジェクト

必須: いいえ
removeMetrics (p. 544)

メトリックアトリビューションからメトリック属性を削除します。
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型: 文字列の配列

配列メンバー: 最大数は 10 項目です。

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "metricAttributionArn": "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。

metricAttributionArn (p. 545)

更新するメトリックスアトリビューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定したリソースはすでに存在しています。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateRecommender
サービス: Amazon Personalize

レコメンダーを更新して、レコメンダーの設定を変更します。

リクエストの構文

{ 
   "recommenderArn": "string", 
   "recommenderConfig": {  
      "itemExplorationConfig": {  
         "string" : "string"  
      }, 
      "minRecommendationRequestsPerSecond": number
   }
}

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。

recommenderArn (p. 547)

変更するレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
recommenderConfig (p. 547)

レコメンダーの設定の詳細。

型: RecommenderConfig (p. 653) オブジェクト

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "recommenderArn": "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。

recommenderArn (p. 547)

リクエストで指定されたものと同じレコメンダー Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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

指定されたリソースが見つかりませんでした。

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

Amazon Personalize Events
以下のアクションは、Amazon Personalize Events でサポートされています。

• PutEvents (p. 549)
• PutItems (p. 551)
• PutUsers (p. 553)
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PutEvents
サービス: Amazon Personalize Events

ユーザーインタラクションのイベントデータを記録します。詳細については、「イベントの記録」を参照
してください。

リクエストの構文

POST /events HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "eventList": [  
      {  
         "eventId": "string", 
         "eventType": "string", 
         "eventValue": number, 
         "impression": [ "string" ], 
         "itemId": "string", 
         "metricAttribution": {  
            "eventAttributionSource": "string" 
         }, 
         "properties": "string", 
         "recommendationId": "string", 
         "sentAt": number
      } 
   ], 
   "sessionId": "string", 
   "trackingId": "string", 
   "userId": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

eventList (p. 549)

セッションからのイベントデータのリスト。

型: Event (p. 674) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。

必須: はい
sessionId (p. 549)

ユーザーの訪問に関連付けられたセッション ID。アプリケーションは、ユーザーが最初にウェブ
サイトにアクセスしたとき、またはアプリケーションを使用したときに、sessionId を生成しま
す。Amazon Personalize は、sessionId を使用して、ユーザーがログインする前にイベントをユー
ザーに関連付けます。詳細については、「イベントの記録」を参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: はい
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trackingId (p. 549)

イベントの追跡 ID。ID は CreateEventTrackerAPI の呼び出しによって生成されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: はい
userId (p. 549)

イベントに関連付けられているユーザー。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

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

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutItems
サービス: Amazon Personalize Events

1 つ以上のアイテムを Items データセットに追加します。詳細については、「アイテムの増分インポー
ト」を参照してください。

リクエストの構文

POST /items HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "datasetArn": "string", 
   "items": [  
      {  
         "itemId": "string", 
         "properties": "string" 
      } 
   ]
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

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. 551)

1 つまたは複数のアイテムを追加する Items データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
items (p. 551)

アイテムデータのリスト。

型: Item (p. 677) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

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。
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エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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: 409
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 404

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutUsers
サービス: Amazon Personalize Events

1 名以上のユーザーを Users データセットに追加します。詳細については、ユーザーの増分インポートを
参照してください。

リクエストの構文

POST /users HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "datasetArn": "string", 
   "users": [  
      {  
         "properties": "string", 
         "userId": "string" 
      } 
   ]
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

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. 553)

1 名または複数のユーザーを追加する Users データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
users (p. 553)

ユーザーデータのリスト。

型: User (p. 679) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

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。
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エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

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: 409
ResourceNotFoundException

指定されたリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 404

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

Amazon Personalize Runtime
以下のアクションは、Amazon Personalize Runtime でサポートされています。

• GetPersonalizedRanking (p. 555)
• GetRecommendations (p. 559)
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GetPersonalizedRanking
サービス: Amazon Personalize Runtime

特定のユーザーに推奨されるアイテムのリストを再ランク付けします。リストの最初のアイテムは、ユー
ザーが関心を持つ可能性が最も高いアイテムとみなされます。

Note

キャンペーンにデプロイするソリューションが PERSONALIZED_RANKING タイプのレシピを使
用して作成済みであることが必要です。

リクエストの構文

POST /personalize-ranking HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "campaignArn": "string", 
   "context": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "filterArn": "string", 
   "filterValues": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "inputList": [ "string" ], 
   "userId": "string"
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

campaignArn (p. 555)

パーソナライズされたランキングの生成に使用するキャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: はい
context (p. 555)

レコメンデーションを取得するときに使用するコンテキストメタデータ。コンテキストメタデータに
は、ユーザーの現在の場所やデバイスタイプなど、ユーザーのレコメンデーションを取得するときに
関連する可能性のあるインタラクション情報が含まれます。

タイプ: 文字列から文字列へのマップ

マップエントリ: アイテムの最大数は 150 です。

キーの長さの制限: 最大長は 150 です。
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キーパターン: [A-Za-z\d_]+

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
filterArn (p. 555)

特定のユーザーのレコメンデーションからアイテムを含めたり、アイテムを除外したりするために作
成したフィルターの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、「レコメンデーションのフィ
ルタリング」を参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
filterValues (p. 555)

レコメンデーションをフィルタリングするときに使用する値。フィルター式の各プレースホルダー
パラメータについて、(大文字と小文字が一致した状態で) パラメータ名をキーとして指定し、フィル
ター値を対応する値として指定します。1 つのパラメータの複数の値をコンマで区切ります。

INCLUDE 要素を使用してアイテムを含めるフィルター式について、式で定義されているすべてのパラ
メータの値を指定する必要があります。EXCLUDE 要素を使用してアイテムを除外する式を含むフィル
ターについては、filter-values を省略できます。この場合、Amazon Personalize は、レコメン
デーションをフィルタリングするために式のその部分を使用しません。

詳細については、「レコメンデーションのフィルタリング」を参照してください。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 25 です。

キーの長さの制限: 最大長は 50 です。

キーパターン: [A-Za-z0-9_]+

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
inputList (p. 555)

ランク付けするアイテムのリスト (itemId による)。アイテムがトレーニングデータセットに含まれ
ていなかった場合、そのアイテムは再ランク付けされたリストの最後に追加されます。最大数は 500 
です。

型: 文字列の配列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: はい
userId (p. 555)

キャンペーンによるパーソナライズされたランキングの提供先とするユーザー。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。
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必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "personalizedRanking": [  
      {  
         "itemId": "string", 
         "promotionName": "string", 
         "score": number
      } 
   ], 
   "recommendationId": "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。

personalizedRanking (p. 557)

アイテムのリスト (ユーザーが関心を持つ可能性が最も高い順)。最大数は 500 です。

型: PredictedItem (p. 680) オブジェクトの配列
recommendationId (p. 557)

レコメンデーションの ID。

型: 文字列

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 404

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetRecommendations
サービス: Amazon Personalize Runtime

推奨アイテムのリストを返します。キャンペーンについて、キャンペーンの Amazon リソースネーム 
(ARN) は必須であり、必要なユーザーとアイテムの入力は、キャンペーンをサポートするソリューション
の作成に使用されたレシピタイプによって次のように異なります。

• USER_PERSONALIZATION - userId 必須、itemId 未使用
• RELATED_ITEMS - itemId 必須、userId 未使用

Note

タイプ PERSONALIZED_RANKING のレシピを使用して作成されたソリューションにサポートさ
れたキャンペーンは、GetPersonalizedRanking (p. 555) API を使用します。

レコメンダーの場合、レコメンダーの ARN が必要であり、必要なアイテムとユーザー入力は、レコメン
ダーをサポートするユースケース (ドメインベースのレシピ) によって異なります。ユースケースにおける
要件の詳細については、「レコメンダーのユースケースの選択」を参照してください。

リクエストの構文

POST /recommendations HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "campaignArn": "string", 
   "context": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "filterArn": "string", 
   "filterValues": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "itemId": "string", 
   "numResults": number, 
   "promotions": [  
      {  
         "filterArn": "string", 
         "filterValues": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "name": "string", 
         "percentPromotedItems": number
      } 
   ], 
   "recommenderArn": "string", 
   "userId": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

campaignArn (p. 559)

レコメンデーションの取得に使用するキャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
context (p. 559)

レコメンデーションを取得するときに使用するコンテキストメタデータ。コンテキストメタデータに
は、ユーザーの現在の場所やデバイスタイプなど、ユーザーのレコメンデーションを取得するときに
関連する可能性のあるインタラクション情報が含まれます。

タイプ: 文字列から文字列へのマップ

マップエントリ: アイテムの最大数は 150 です。

キーの長さの制限: 最大長は 150 です。

キーパターン: [A-Za-z\d_]+

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
filterArn (p. 559)

返されたレコメンデーションに適用するフィルターの ARN。詳細については、「レコメンデーション
のフィルタリング」を参照してください。

このパラメータを使用するときは、フィルターのリソースが ACTIVE であることを確認してくださ
い。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
filterValues (p. 559)

レコメンデーションをフィルタリングするときに使用する値。フィルター式の各プレースホルダー
パラメータについて、(大文字と小文字が一致した状態で) パラメータ名をキーとして指定し、フィル
ター値を対応する値として指定します。1 つのパラメータの複数の値をコンマで区切ります。

INCLUDE 要素を使用してアイテムを含めるフィルター式について、式で定義されているすべてのパラ
メータの値を指定する必要があります。EXCLUDE 要素を使用してアイテムを除外する式を含むフィル
ターについては、filter-values を省略できます。この場合、Amazon Personalize は、レコメン
デーションをフィルタリングするために式のその部分を使用しません。

詳細については、「フィルタリングに関する推奨事項とユーザーセグメント」を参照してください。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 25 です。

キーの長さの制限: 最大長は 50 です。

キーパターン: [A-Za-z0-9_]+

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。
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必須: いいえ
itemId (p. 559)

レコメンデーションを提供するアイテム ID。

RELATED_ITEMS レシピタイプに必要です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
numResults (p. 559)

返される結果の数。デフォルトは 25 です。最大数は 500 です。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 0 です。

必須: いいえ
promotions (p. 559)

レコメンデーションリクエストに適用するプロモーション。プロモーションは、構成可能な推奨アイ
テムのサブセットに適用される追加のビジネスルールを定義します。

型: Promotion (p. 681) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 1 項目です。

必須: いいえ
recommenderArn (p. 559)

レコメンデーションを取得するために使用するレコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。ドメ
インユースケース向けのレコメンダーを含むドメインデータセットグループを作成した場合は、レコ
メンダー ARN を提供します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
userId (p. 559)

レコメンデーションを提供するユーザー ID。

USER_PERSONALIZATION レシピタイプに必要です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json

{ 
   "itemList": [  
      {  
         "itemId": "string", 
         "promotionName": "string", 
         "score": number
      } 
   ], 
   "recommendationId": "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。

itemList (p. 561)

予測スコアでソートされたレコメンデーションのリスト (降順)。リストには最大 500 個のアイテムを
含めることができます。

型: PredictedItem (p. 680) オブジェクトの配列
recommendationId (p. 561)

レコメンデーションの ID。

型: 文字列

エラー

InvalidInputException

フィールドまたはパラメータに有効な値を指定します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

指定されたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 404

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 コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

データ型
次のデータ型は、Amazon Personalize でサポートされています。

• Algorithm (p. 567)
• AlgorithmImage (p. 569)
• AutoMLConfig (p. 570)
• AutoMLResult (p. 571)
• BatchInferenceJob (p. 572)
• BatchInferenceJobConfig (p. 575)
• BatchInferenceJobInput (p. 576)
• BatchInferenceJobOutput (p. 577)
• BatchInferenceJobSummary (p. 578)
• BatchSegmentJob (p. 580)
• BatchSegmentJobInput (p. 583)
• BatchSegmentJobOutput (p. 584)
• BatchSegmentJobSummary (p. 585)
• Campaign (p. 587)
• CampaignConfig (p. 589)
• CampaignSummary (p. 590)
• CampaignUpdateSummary (p. 592)
• CategoricalHyperParameterRange (p. 594)
• ContinuousHyperParameterRange (p. 595)
• Dataset (p. 596)
• DatasetExportJob (p. 598)
• DatasetExportJobOutput (p. 601)
• DatasetExportJobSummary (p. 602)
• DatasetGroup (p. 604)
• DatasetGroupSummary (p. 606)
• DatasetImportJob (p. 608)
• DatasetImportJobSummary (p. 611)
• DatasetSchema (p. 613)
• DatasetSchemaSummary (p. 615)
• DatasetSummary (p. 617)
• DataSource (p. 619)
• DefaultCategoricalHyperParameterRange (p. 620)
• DefaultContinuousHyperParameterRange (p. 621)
• DefaultHyperParameterRanges (p. 622)
• DefaultIntegerHyperParameterRange (p. 623)
• EventTracker (p. 624)
• EventTrackerSummary (p. 626)
• FeatureTransformation (p. 628)
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• Filter (p. 630)
• FilterSummary (p. 632)
• HPOConfig (p. 634)
• HPOObjective (p. 635)
• HPOResourceConfig (p. 636)
• HyperParameterRanges (p. 637)
• IntegerHyperParameterRange (p. 638)
• MetricAttribute (p. 639)
• MetricAttribution (p. 640)
• MetricAttributionOutput (p. 642)
• MetricAttributionSummary (p. 643)
• OptimizationObjective (p. 645)
• Recipe (p. 646)
• RecipeSummary (p. 648)
• Recommender (p. 650)
• RecommenderConfig (p. 653)
• RecommenderSummary (p. 654)
• RecommenderUpdateSummary (p. 656)
• S3DataConfig (p. 658)
• Solution (p. 659)
• SolutionConfig (p. 662)
• SolutionSummary (p. 664)
• SolutionVersion (p. 666)
• SolutionVersionSummary (p. 670)
• Tag (p. 672)
• TunedHPOParams (p. 673)

次のデータ型は、Amazon Personalize Events でサポートされています。

• Event (p. 674)
• Item (p. 677)
• MetricAttribution (p. 678)
• User (p. 679)

次のデータ型は、Amazon Personalize Runtime でサポートされています。

• PredictedItem (p. 680)
• Promotion (p. 681)

Amazon Personalize
次のデータ型は、Amazon Personalize でサポートされています。

• Algorithm (p. 567)
• AlgorithmImage (p. 569)
• AutoMLConfig (p. 570)
• AutoMLResult (p. 571)
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• BatchInferenceJob (p. 572)
• BatchInferenceJobConfig (p. 575)
• BatchInferenceJobInput (p. 576)
• BatchInferenceJobOutput (p. 577)
• BatchInferenceJobSummary (p. 578)
• BatchSegmentJob (p. 580)
• BatchSegmentJobInput (p. 583)
• BatchSegmentJobOutput (p. 584)
• BatchSegmentJobSummary (p. 585)
• Campaign (p. 587)
• CampaignConfig (p. 589)
• CampaignSummary (p. 590)
• CampaignUpdateSummary (p. 592)
• CategoricalHyperParameterRange (p. 594)
• ContinuousHyperParameterRange (p. 595)
• Dataset (p. 596)
• DatasetExportJob (p. 598)
• DatasetExportJobOutput (p. 601)
• DatasetExportJobSummary (p. 602)
• DatasetGroup (p. 604)
• DatasetGroupSummary (p. 606)
• DatasetImportJob (p. 608)
• DatasetImportJobSummary (p. 611)
• DatasetSchema (p. 613)
• DatasetSchemaSummary (p. 615)
• DatasetSummary (p. 617)
• DataSource (p. 619)
• DefaultCategoricalHyperParameterRange (p. 620)
• DefaultContinuousHyperParameterRange (p. 621)
• DefaultHyperParameterRanges (p. 622)
• DefaultIntegerHyperParameterRange (p. 623)
• EventTracker (p. 624)
• EventTrackerSummary (p. 626)
• FeatureTransformation (p. 628)
• Filter (p. 630)
• FilterSummary (p. 632)
• HPOConfig (p. 634)
• HPOObjective (p. 635)
• HPOResourceConfig (p. 636)
• HyperParameterRanges (p. 637)
• IntegerHyperParameterRange (p. 638)
• MetricAttribute (p. 639)
• MetricAttribution (p. 640)
• MetricAttributionOutput (p. 642)
• MetricAttributionSummary (p. 643)
• OptimizationObjective (p. 645)
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• Recipe (p. 646)
• RecipeSummary (p. 648)
• Recommender (p. 650)
• RecommenderConfig (p. 653)
• RecommenderSummary (p. 654)
• RecommenderUpdateSummary (p. 656)
• S3DataConfig (p. 658)
• Solution (p. 659)
• SolutionConfig (p. 662)
• SolutionSummary (p. 664)
• SolutionVersion (p. 666)
• SolutionVersionSummary (p. 670)
• Tag (p. 672)
• TunedHPOParams (p. 673)
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Algorithm
サービス: Amazon Personalize

カスタムアルゴリズムを記述します。

目次

algorithmArn

アルゴリズムの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
algorithmImage

アルゴリズムイメージの Docker コンテナの URI。

型: AlgorithmImage (p. 569) オブジェクト

必須: いいえ
creationDateTime

アルゴリズムの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
defaultHyperParameterRanges

デフォルトのハイパーパラメータ、それらの範囲、およびそれらがチューニング可能かどうかを指定
します。チューニング可能なハイパーパラメータは、ハイパーパラメータ最適化 (HPO) 中にその値を
決定できます。

型: DefaultHyperParameterRanges (p. 622) オブジェクト

必須: いいえ
defaultHyperParameters

デフォルトのハイパーパラメータを指定します。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
defaultResourceConfig

トレーニングジョブと並列トレーニングジョブのデフォルトの最大数を指定します。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング
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マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

アルゴリズムの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

アルゴリズムの名前

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
roleArn

ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
trainingInputMode

トレーニング入力モード。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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AlgorithmImage
サービス: Amazon Personalize

アルゴリズムイメージを記述します。

目次

dockerURI

アルゴリズムイメージの Docker コンテナの URI。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: はい
name

アルゴリズムイメージの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][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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AutoMLConfig
サービス: Amazon Personalize

ソリューションが AutoML を実行すると (performAutoML が CreateSolution で true)、Amazon 
Personalize は、指定されたリストから、特定のメトリクスを最適化するレシピを決定します。その
後、Amazon Personalize はそのレシピをソリューションに使用します。

目次

metricName

最適化するメトリクス。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
recipeList

候補レシピのリスト。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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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AutoMLResult
サービス: Amazon Personalize

ソリューションが AutoML を実行する場合 (performAutoML が CreateSolution で true) 、指定されたメト
リクスを最適化するレシピを指定します。

目次

bestRecipeArn

最適なレシピの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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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BatchInferenceJob
サービス: Amazon Personalize

バッチ推論ジョブに関する情報が含まれます。

目次

batchInferenceJobArn

バッチ推論ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
batchInferenceJobConfig

バッチ推論ジョブの設定の詳細の文字列から文字列へのマップ。

型: BatchInferenceJobConfig (p. 575) オブジェクト

必須: いいえ
creationDateTime

バッチ推論ジョブの作成時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

バッチ推論ジョブが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
filterArn

バッチ推論ジョブで使用されるフィルターの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
jobInput

バッチ推論ジョブの生成に使用される入力データの格納場所への Amazon S3 パス。

型: BatchInferenceJobInput (p. 576) オブジェクト

必須: いいえ
jobName

バッチ推論ジョブの名前。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
jobOutput

バッチ推論ジョブによって生成される出力データを含む Amazon S3 バケット。

型: BatchInferenceJobOutput (p. 577) オブジェクト

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

バッチ推論ジョブの最終更新時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
numResults

バッチ推論ジョブによって生成されたレコメンデーションの数。この数には、失敗した入力レコード
について生成されたエラーメッセージが含まれます。

タイプ: 整数

必須: いいえ
roleArn

バッチ推論ジョブをリクエストした Amazon Identity and Access Management (IAM) ロールの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 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: いいえ
solutionVersionArn

バッチ推論ジョブが作成されたソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

バッチ推論ジョブのステータス。ステータスは、次のいずれかの値です。
• 保留中
• IN PROGRESS
• ACTIVE
• CREATE FAILED
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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BatchInferenceJobConfig
サービス: Amazon Personalize

バッチ推論ジョブの設定の詳細。

目次

itemExplorationConfig

explorationWeight と explorationItemAgeCutOff を含む探索設定ハイパーパラメータ 
(Amazon Personalize がアイテムを推奨するときに使用するアイテム探索の量を設定するために使用
するもの) を指定する文字列から文字列へのマップ。User-Personalization を参照してください。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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BatchInferenceJobInput
サービス: Amazon Personalize

バッチ推論ジョブの入力設定。

目次

s3DataSource

入力データを含む Amazon S3 のロケーションの URI。Amazon S3 バケットは、呼び出す API エンド
ポイントと同じリージョンにある必要があります。

型: S3DataConfig (p. 658) 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、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

576

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/BatchInferenceJobInput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/BatchInferenceJobInput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/BatchInferenceJobInput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/BatchInferenceJobInput


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

BatchInferenceJobOutput
サービス: Amazon Personalize

バッチ推論ジョブの出力設定パラメータ。

目次

s3DataDestination

バッチ推論ジョブの出力が保存される Amazon S3 バケットに関する情報。

型: S3DataConfig (p. 658) 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、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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BatchInferenceJobSummary
サービス: Amazon Personalize

の切り捨てられたバージョンBatchInferenceJob。ListBatchInferenceJobs 操作は、バッチ推論ジョブの概
要のリストを返します。

目次

batchInferenceJobArn

バッチ推論ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
creationDateTime

バッチ推論ジョブの作成時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

バッチ推論ジョブが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
jobName

バッチ推論ジョブの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

バッチ推論ジョブの最終更新時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
solutionVersionArn

バッチ推論ジョブで使用されるソリューションバージョンの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
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必須: いいえ
status

バッチ推論ジョブのステータス。ステータスは、次のいずれかの値です。
• 保留中
• IN PROGRESS
• ACTIVE
• CREATE FAILED

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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BatchSegmentJob
サービス: Amazon Personalize

バッチセグメントジョブに関する情報が含まれます。

内容

batchSegmentJobArn

バッチセグメントジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
creationDateTime

バッチセグメントジョブの作成時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

バッチセグメントジョブが失敗した場合、失敗の理由。

型: 文字列

必須: いいえ
filterArn

バッチセグメントジョブで使用されるフィルターの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
jobInput

バッチセグメントジョブの生成に使用される入力データの格納場所への Amazon S3 パス。

型: BatchSegmentJobInput (p. 583) オブジェクト

必須: いいえ
jobName

バッチセグメントジョブの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

580



Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

必須: いいえ
jobOutput

バッチセグメントジョブによって生成される出力データを含む Amazon S3 バケット。

型: BatchSegmentJobOutput (p. 584) オブジェクト

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

バッチセグメントジョブの最終更新時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
numResults

入力データの各行のバッチセグメントジョブによって生成された予測ユーザーの数。ユーザーの最大
数。

タイプ: 整数

必須: いいえ
roleArn

バッチセグメントジョブをリクエストした Amazon Identity and Access Management (IAM) ロールの 
ARN。

型: 文字列

長さの制限: 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: いいえ
solutionVersionArn

バッチセグメントを生成するためにバッチセグメントジョブで使用されるソリューションバージョン
の Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

バッチセグメントジョブのステータス。ステータスは、次のいずれかの値です。
• 保留中
• IN PROGRESS
• ACTIVE
• CREATE FAILED

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。
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分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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BatchSegmentJobInput
サービス: Amazon Personalize

バッチセグメントジョブの入力設定。

目次

s3DataSource

Amazon S3 の入力または出力バケットの設定の詳細。

型: S3DataConfig (p. 658) 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、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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BatchSegmentJobOutput
サービス: Amazon Personalize

バッチセグメントジョブの出力設定パラメータ。

目次

s3DataDestination

Amazon S3 の入力または出力バケットの設定の詳細。

型: S3DataConfig (p. 658) 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、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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BatchSegmentJobSummary
サービス: Amazon Personalize

BatchSegmentJob データ型の切り捨てられたバージョン。ListBatchSegmentJobs操作は、バッチセグメ
ントジョブの概要のリストを返します。

目次

batchSegmentJobArn

バッチセグメントジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
creationDateTime

バッチセグメントジョブの作成時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

バッチセグメントジョブが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
jobName

バッチセグメントジョブの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

バッチセグメントジョブの最終更新時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
solutionVersionArn

バッチセグメントを生成するためにバッチセグメントジョブで使用されるソリューションバージョン
の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。
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パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

バッチセグメントジョブのステータス。ステータスは、次のいずれかの値です。
• 保留中
• IN PROGRESS
• ACTIVE
• CREATE FAILED

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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Campaign
サービス: Amazon Personalize

ソリューションバージョンのデプロイを記述するオブジェクト。キャンペーンの詳細については、
「CreateCampaign」を参照してください。

内容

campaignArn

キャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
campaignConfig

キャンペーンの設定の詳細。

型: CampaignConfig (p. 589) オブジェクト

必須: いいえ
creationDateTime

キャンペーンの作成日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

キャンペーンが失敗した場合、失敗の理由。

型: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

キャンペーンの最終更新日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
latestCampaignUpdate

キャンペーンの更新のプロパティの概要を提供します。詳細なリストについては、DescribeCampaign
API を呼び出してください。

型: CampaignUpdateSummary (p. 592) オブジェクト

必須: いいえ
minProvisionedTPS

1 秒あたりにリクエストされる最小プロビジョンドトランザクション (レコメンデーション) を指定し
ます。minProvisionedTPS高くなると請求額が増えます。minProvisionedTPS(デフォルト) は 
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1 から始めることをお勧めします。Amazon CloudWatch のメトリックスを使用して使用状況を追跡
し、minProvisionedTPS必要に応じて使用量を増やします。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。

必須: いいえ
name

キャンペーンの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
solutionVersionArn

ソリューションの特定のバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

キャンペーンのステータス。

キャンペーンは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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CampaignConfig
サービス: Amazon Personalize

キャンペーンの設定の詳細。

目次

itemExplorationConfig

explorationWeight と explorationItemAgeCutOff を含む探索設定ハイパーパラメータ 
(Amazon Personalize がアイテムを推奨するときに使用するアイテム探索の量を設定するために使用
するもの) を指定します。ソリューションが User-Personalization レシピを使用している場合にのみ
itemExplorationConfig データを提供します。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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CampaignSummary
サービス: Amazon Personalize

キャンペーンのプロパティの概要を提供します。詳細なリストについては、DescribeCampaign API を呼
び出してください。

目次

campaignArn

キャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
creationDateTime

キャンペーンの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

キャンペーンが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

キャンペーンの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

キャンペーンの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
status

キャンペーンのステータス。

キャンペーンは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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CampaignUpdateSummary
サービス: Amazon Personalize

キャンペーンの更新のプロパティの概要を提供します。詳細なリストについては、DescribeCampaign API 
を呼び出してください。

目次

campaignConfig

キャンペーンの設定の詳細。

型: CampaignConfig (p. 589) オブジェクト

必須: いいえ
creationDateTime

キャンペーンの更新の作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

キャンペーンの更新が失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

キャンペーンの更新の最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
minProvisionedTPS

Amazon Personalize がサポートする、リクエストされた 1 秒あたりの最小プロビジョンドトランザク
ション (推奨) を指定します。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。

必須: いいえ
solutionVersionArn

デプロイされたソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

キャンペーン更新のステータス。
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キャンペーンの更新は、次のいずれかの状態になります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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CategoricalHyperParameterRange
サービス: Amazon Personalize

カテゴリカルハイパーパラメータの名前と範囲を指定します。

目次

name

ハイパーパラメータの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
values

ハイパーパラメータのカテゴリのリスト。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

長さの制限: 最大長は 1,000 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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ContinuousHyperParameterRange
サービス: Amazon Personalize

連続ハイパーパラメータの名前と範囲を指定します。

目次

maxValue

ハイパーパラメータの最大許容値。

型: 倍精度

値の範囲: 最小値 は -1000000 です。

必須: いいえ
minValue

ハイパーパラメータの最小許容値。

型: 倍精度

値の範囲: 最小値 は -1000000 です。

必須: いいえ
name

ハイパーパラメータの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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Dataset
サービス: Amazon Personalize

データセットのメタデータを提供します。

目次

creationDateTime

データセットの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetArn

メタデータの取得対象とするデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
datasetType

次のいずれかの値になります。
• インタラクション
• 項目
• Users

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

データセットがいつ更新されたかを示すタイムスタンプ。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

データセットの名前。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
schemaArn

関連付けられたスキーマの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

データセットのステータス。

データセットは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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DatasetExportJob
サービス: Amazon Personalize

データセットを Amazon S3 バケットにエクスポートするジョブを記述します。詳細については、を参照
してくださいCreateDatasetExportJob。

データセットのエクスポートジョブは、次のいずれかの状態になります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

目次

creationDateTime

データセットのエクスポートジョブの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetArn

エクスポートするデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
datasetExportJobArn

データセットのエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
failureReason

データセットのエクスポートジョブが失敗した場合、その理由を提供します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
ingestionMode

エクスポートするデータ (データをインポートした方法に基づく)。BULKデータセットのインポート
ジョブを使用してインポートしたデータ、(コンソール、 PutUsers PutItems およびオペレーションを
使用して)PUT 段階的にインポートしたデータ PutEvents、ALLまたは両方のタイプのデータをエクス
ポートするかを選択できます。デフォルト値は PUT です。

タイプ: 文字列

有効な値:  BULK | PUT | ALL
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必須: いいえ
jobName

エクスポートジョブの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
jobOutput

ジョブの出力が保存される Amazon S3 バケットへのパス。例:

s3://bucket-name/folder-name/

型: DatasetExportJobOutput (p. 601) オブジェクト

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

データセットのエクスポートジョブのステータスの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
roleArn

出力 Amazon S3 バケットにデータを追加するための許可を持つ IAM サービスロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

データセットのエクスポートジョブのステータス。

データセットのエクスポートジョブは、次のいずれかの状態になります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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DatasetExportJobOutput
サービス: Amazon Personalize

データセットのエクスポートジョブの出力設定パラメータ。

目次

s3DataDestination

Amazon S3 の入力または出力バケットの設定の詳細。

型: S3DataConfig (p. 658) 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、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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DatasetExportJobSummary
サービス: Amazon Personalize

データセッ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。詳細なリストについて
は、DescribeDatasetExportJob API を呼び出してください。

目次

creationDateTime

データセットのエクスポートジョブの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetExportJobArn

データセットのエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
failureReason

データセットのエクスポートジョブが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
jobName

データセットのエクスポートジョブの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

データセットのエクスポートジョブのステータスの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
status

データセットのエクスポートジョブのステータス。

データセットのエクスポートジョブは、次のいずれかの状態になります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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DatasetGroup
サービス: Amazon Personalize

データセットグループは、関連するデータセット (Interactions、[User] (ユーザー)、[Item] (アイテム)) のコ
レクションです。CreateDatasetGroup を呼び出してデータセットグループを作成します。その後、データ
セットを作成し、CreateDataset を呼び出して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
プは、CreateSolution を呼び出してソリューションを作成およびトレーニングするために使用されます。
データセットグループには、各タイプのデータセットを 1 つのみ含めることができます。

AWS Key Management Service (KMS) キーを指定して、グループ内のデータセットを暗号化できます。

目次

creationDateTime

データセットグループの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
domain

ドメインデータセットグループのドメイン。

タイプ: 文字列

有効な値:  ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

必須: いいえ
failureReason

データセットグループの作成が失敗した場合、その理由を提供します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
kmsKeyArn

データセットの暗号化に使用される AWS Key Management Service (KMS) キーの Amazon リソース
ネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

パターン: arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*

必須: いいえ
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lastUpdatedDateTime

データセットグループの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

データセットグループの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
roleArn

データセットグループを作成するための許可を持つ IAM ロールの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 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: いいえ
status

データセットグループの現在のステータス。

データセットグループは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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DatasetGroupSummary
サービス: Amazon Personalize

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。詳細なリストについて
は、DescribeDatasetGroup API を呼び出してください。

目次

creationDateTime

データセットグループの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
domain

ドメインデータセットグループのドメイン。

タイプ: 文字列

有効な値:  ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

必須: いいえ
failureReason

データセットグループの作成が失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

データセットグループが最後に更新された日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

データセットグループの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
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status

データセットグループのステータス。

データセットグループは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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DatasetImportJob
サービス: Amazon Personalize

トレーニングデータをデータソース (Amazon S3バケット) から Amazon Personalize データセットにイン
ポートするジョブを記述します。詳細については、を参照してくださいCreateDatasetImportJob。

データセットのインポートジョブは、次のいずれかの状態になります。

• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

目次

creationDateTime

データセットのインポートジョブの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetArn

インポートされたデータを受け取るデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
datasetImportJobArn

データセットのインポートジョブの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
dataSource

インポートするトレーニングデータを含む Amazon S3 バケット。

型: DataSource (p. 619) オブジェクト

必須: いいえ
failureReason

データセットのインポートジョブが失敗した場合、その理由を提供します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
importMode

データセットのインポートジョブが新しいレコードをインポートするために使用するインポートモー
ド。
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タイプ: 文字列

有効な値:  FULL | INCREMENTAL

必須: いいえ
jobName

インポートジョブの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

データセットが最後に更新された日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
publishAttributionMetricsToS3

ジョブがメトリックスアトリビューションのためにメトリックスを Amazon S3 に公開するかどう
か。

型: ブール

必須: いいえ
roleArn

Amazon S3 データソースから読み取るための許可を持つ IAM ロールの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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。

データセットのインポートジョブは、次のいずれかの状態になります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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 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 Personalize

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。詳細なリストについて
は、DescribeDatasetImportJob API を呼び出してください。

目次

creationDateTime

データセットのインポートジョブの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
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)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
failureReason

データセットのインポートジョブが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
importMode

データセットのデータを更新するために使用したデータセットのインポートジョブのインポートモー
ド。詳細については、「既存の一括データの更新」を参照してください。

タイプ: 文字列

有効な値:  FULL | INCREMENTAL

必須: いいえ
jobName

データセットのインポートジョブの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

データセットのインポートジョブのステータスの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ
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分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
status

データセットのインポートジョブのステータス。

データセットのインポートジョブは、次のいずれかの状態になります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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DatasetSchema
サービス: Amazon Personalize

データセットのスキーマを記述します。スキーマの詳細については、「CreateSchema」を参照してくだ
さい。

目次

creationDateTime

スキーマが作成された日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
domain

ドメインデータセットグループ内のデータセット用に作成したスキーマのドメイン。

タイプ: 文字列

有効な値:  ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

スキーマが最後に更新された日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

スキーマの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
schema

スキーマ。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 10000 です。

必須: いいえ
schemaArn

スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
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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

614

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/DatasetSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/DatasetSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/DatasetSchema
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/DatasetSchema


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

DatasetSchemaSummary
サービス: Amazon Personalize

データセットスキーマのプロパティの概要を提供します。詳細なリストについては、DescribeSchema API 
を呼び出してください。

目次

creationDateTime

スキーマが作成された日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
domain

ドメインデータセットグループ内のデータセット用に作成したスキーマのドメイン。

タイプ: 文字列

有効な値:  ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

スキーマが最後に更新された日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

スキーマの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
schemaArn

スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

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。
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• 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 Personalize

データセットのプロパティの概要を提供します。詳細なリストについては、DescribeDataset API を呼び出
してください。

目次

creationDateTime

データセットの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetArn

データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
datasetType

データセットのタイプ。次のいずれかの値になります。
• インタラクション
• 項目
• Users
• イベントインタラクション

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

データセットが最後に更新された日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

データセットの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
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status

データセットのステータス。

データセットは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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 Personalize

データセットにアップロードするデータを含むデータソースを記述します。

目次

dataLocation

データセットにアップロードするデータが保存される Amazon S3 バケットへのパス。例:

s3://bucket-name/folder-name/

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: (s3|http|https)://.+

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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DefaultCategoricalHyperParameterRange
サービス: Amazon Personalize

カテゴリ別ハイパーパラメータの名前とデフォルトの範囲、およびハイパーパラメータがチューニング可
能かどうかを示します。チューニング可能なハイパーパラメータは、ハイパーパラメータ最適化 (HPO) 中
にその値を決定できます。

目次

isTunable

ハイパーパラメータがチューニング可能かどうか。

型: ブール

必須: いいえ
name

ハイパーパラメータの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
values

ハイパーパラメータのカテゴリのリスト。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

長さの制限: 最大長は 1,000 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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DefaultContinuousHyperParameterRange
サービス: Amazon Personalize

連続ハイパーパラメータの名前とデフォルトの範囲、およびハイパーパラメータがチューニング可能かど
うかを示します。チューニング可能なハイパーパラメータは、ハイパーパラメータ最適化 (HPO) 中にその
値を決定できます。

目次

isTunable

ハイパーパラメータがチューニング可能かどうか。

型: ブール

必須: いいえ
maxValue

ハイパーパラメータの最大許容値。

型: 倍精度

値の範囲: 最小値 は -1000000 です。

必須: いいえ
minValue

ハイパーパラメータの最小許容値。

型: 倍精度

値の範囲: 最小値 は -1000000 です。

必須: いいえ
name

ハイパーパラメータの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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DefaultHyperParameterRanges
サービス: Amazon Personalize

ハイパーパラメータとそのデフォルトの範囲を指定します。ハイパーパラメータのタイプは、カテゴリ
別、継続的、または整数値のいずれかです。

目次

categoricalHyperParameterRanges

カテゴリハイパーパラメータとそのデフォルトの範囲。

型: DefaultCategoricalHyperParameterRange (p. 620) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

必須: いいえ
continuousHyperParameterRanges

連続ハイパーパラメータとそのデフォルトの範囲。

型: DefaultContinuousHyperParameterRange (p. 621) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

必須: いいえ
integerHyperParameterRanges

整数値のハイパーパラメータとそのデフォルトの範囲。

型: DefaultIntegerHyperParameterRange (p. 623) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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DefaultIntegerHyperParameterRange
サービス: Amazon Personalize

整数値のハイパーパラメータの名前とデフォルトの範囲、およびハイパーパラメータがチューニング可能
かどうかを示します。チューニング可能なハイパーパラメータは、ハイパーパラメータ最適化 (HPO) 中に
その値を決定できます。

目次

isTunable

ハイパーパラメータがチューニング可能かどうかを示します。

型: ブール

必須: いいえ
maxValue

ハイパーパラメータの最大許容値。

型: 整数

有効な範囲: 最大値は 1000000 です。

必須: いいえ
minValue

ハイパーパラメータの最小許容値。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は -1000000 です。

必須: いいえ
name

ハイパーパラメータの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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EventTracker
サービス: Amazon Personalize

イベントトラッカーに関する情報を提供します。

目次

accountId

イベントトラッカーを所有する AWS アカウント。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
creationDateTime

イベントトラッカーの作成日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

イベントデータを受け取るデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
eventTrackerArn

イベントトラッカーの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

イベントトラッカーの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

イベントトラッカーの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。
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パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
status

イベントトラッカーのステータス。

イベントトラッカーは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
trackingId

イベントトラッカーの ID。この ID を PutEventsAPI へのリクエストに含めてください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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EventTrackerSummary
サービス: Amazon Personalize

イベントトラッカーのプロパティの概要を提供します。詳細なリストについては、DescribeEventTracker
API を呼び出してください。

目次

creationDateTime

イベントトラッカーの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
eventTrackerArn

イベントトラッカーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

イベントトラッカーの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

イベントトラッカーの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
status

イベントトラッカーのステータス。

イベントトラッカーは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
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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 SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FeatureTransformation
サービス: Amazon Personalize

特徴変換に関する情報を提供します。機能変換は、raw 入力データを変更してモデルトレーニングにより
適した形式にするプロセスです。

目次

creationDateTime

特徴変換の作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
defaultParameters

特徴変換のデフォルトパラメータを提供します。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
featureTransformationArn

FeatureTransformation オブジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

特徴変換の最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

特徴変換の名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
status

特徴変換のステータス。

628



Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

特徴変換は、次のいずれかの状態になります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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

629

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-2018-05-22/FeatureTransformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-2018-05-22/FeatureTransformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/FeatureTransformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-2018-05-22/FeatureTransformation


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize

Filter
サービス: Amazon Personalize

ARN、ステータス、フィルター式など、レコメンデーションフィルターに関する情報が含まれます。

目次

creationDateTime

フィルターが作成された時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

フィルターが属するデータセットグループの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
failureReason

フィルターが失敗した場合、その失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
filterArn

フィルターの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
filterExpression

レコメンデーションの結果から除外するアイテムのインタラクションのタイプを指定します。フィル
ター式は、特定のフォーマットルールに従う必要があります。フィルター式の構造と構文について
は、「フィルター式」を参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 2500 です。

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

フィルターが最後に更新された時刻。

型: タイムスタンプ
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分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

フィルターの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
status

フィルターのステータス。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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FilterSummary
サービス: Amazon Personalize

フィルターの属性の簡単な概要。

目次

creationDateTime

フィルターが作成された時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

フィルターが属するデータセットグループの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
failureReason

フィルターが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
filterArn

フィルターの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

フィルターが最後に更新された時刻。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

フィルターの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
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必須: いいえ
status

フィルターのステータス。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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HPOConfig
サービス: Amazon Personalize

ハイパーパラメータ最適化 (HPO) のプロパティを記述します。

目次

algorithmHyperParameterRanges

ハイパーパラメータとその許容範囲。

型: HyperParameterRanges (p. 637) オブジェクト

必須: いいえ
hpoObjective

HPO 中に最適化するメトリクス。

Note

現時点では、Amazon Personalize は hpoObjective の設定をサポートしていません。

型: HPOObjective (p. 635) オブジェクト

必須: いいえ
hpoResourceConfig

HPO のリソース設定を記述します。

型: HPOResourceConfig (p. 636) 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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HPOObjective
サービス: Amazon Personalize

ハイパーパラメータ最適化 (HPO) 中に最適化するメトリクス。

Note

現時点では、Amazon Personalize は hpoObjective の設定をサポートしていません。

目次

metricName

メトリクスの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
metricRegex

トレーニングジョブのログでメトリクスを見つけるための正規表現。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
type

メトリクスのタイプ。有効な値は、Maximizeおよび Minimize です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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HPOResourceConfig
サービス: Amazon Personalize

ハイパーパラメータ最適化 (HPO) のリソース設定を記述します。

目次

maxNumberOfTrainingJobs

ソリューションバージョンを作成するときのトレーニングジョブの最大
数。maxNumberOfTrainingJobs の最大値は 40 です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
maxParallelTrainingJobs

ソリューションバージョンを作成するときの並列トレーニングジョブの最大
数。maxParallelTrainingJobs の最大値は 10 です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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HyperParameterRanges
サービス: Amazon Personalize

ハイパーパラメータとその範囲を指定します。ハイパーパラメータのタイプは、カテゴリ別、継続的、ま
たは整数値のいずれかです。

目次

categoricalHyperParameterRanges

カテゴリハイパーパラメータとその範囲。

型: CategoricalHyperParameterRange (p. 594) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

必須: いいえ
continuousHyperParameterRanges

連続ハイパーパラメータとその範囲。

型: ContinuousHyperParameterRange (p. 595) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

必須: いいえ
integerHyperParameterRanges

整数値のハイパーパラメータとその範囲。

型: IntegerHyperParameterRange (p. 638) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 100 項目です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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IntegerHyperParameterRange
サービス: Amazon Personalize

整数値のハイパーパラメータの名前と範囲を指定します。

目次

maxValue

ハイパーパラメータの最大許容値。

型: 整数

有効な範囲: 最大値は 1000000 です。

必須: いいえ
minValue

ハイパーパラメータの最小許容値。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は -1000000 です。

必須: いいえ
name

ハイパーパラメータの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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MetricAttribute
サービス: Amazon Personalize

メトリックアトリビューションが報告するメトリックに関する情報が含まれます。詳細については、「レ
コメンデーションの影響の測定」を参照してください。

目次

eventType

メトリックのイベントタイプ。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: はい
expression

属性の表現。SUM()SAMPLECOUNT()使用可能な関数はまたはです。SUM () 関数の場合は、データ
セットの種類 (インタラクションまたはアイテム) と合計する列をパラメーターとして指定します。た
とえば、合計 (商品.価格)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: はい
metricName

メトリックの名前。この名前は、Amazon CloudWatch または Amazon S3 のメトリックスを識別する
のに役立ちます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

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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MetricAttribution
サービス: Amazon Personalize

メトリックアトリビューションに関する情報が含まれます。メトリックスアトリビューション
は、Amazon Personalize にインポートしたデータに関するレポートを作成します。データのインポート方
法に応じて、Amazon CloudWatch または Amazon S3 でレポートを表示できます。詳細については、「推
奨事項の影響の測定」を参照してください。

目次

creationDateTime

指標アトリビューションの作成日時。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

メトリックスアトリビューションのデータセット Amazon リソースネーム (ARN) グループです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
failureReason

メトリックアトリビューションの失敗理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

指標アトリビューションの最終更新日時。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
metricAttributionArn

メトリックスアトリビューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
metricsOutputConfig

メトリックアトリビューションの出力設定。

型: MetricAttributionOutput (p. 642) オブジェクト

必須: いいえ
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name

指標アトリビューションの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
status

指標アトリビューションのステータス。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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MetricAttributionOutput
サービス: Amazon Personalize

メトリックアトリビューションの出力構成の詳細。

目次

roleArn

出力 Amazon S3 バケットにデータを追加するための許可を持つ IAM サービスロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。Amazon リソースネーム (ARN) CloudWatch。詳細については、「レコメン
デーションの影響の測定」を参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 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
s3DataDestination

Amazon S3 の入力または出力バケットの設定の詳細。

型: S3DataConfig (p. 658) 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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MetricAttributionSummary
サービス: Amazon Personalize

メトリクスアトリビューションのプロパティの概要を提供します。完全なリストについては、までお電話
くださいDescribeMetricAttribution。

目次

creationDateTime

指標アトリビューションの作成日時。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

メトリックアトリビューションの失敗理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

指標アトリビューションの最終更新日時。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
metricAttributionArn

メトリクスアトリビューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
name

メトリクスのアトリビューションの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
status

指標アトリビューションのステータス。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
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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 SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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OptimizationObjective
サービス: Amazon Personalize

ストリーミング時間 (分) の最大化や収益の増加など、ソリューションの追加の目的を記述します。詳細に
ついては、「ソリューションの最適化」を参照してください。

目次

itemAttribute

最適化の目標に関連する Items データセットの数値メタデータ列。例えば、VIDEO_LENGTH (スト
リーミング (分) を最大化するため) または PRICE (収益を最大化するため) です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 150 です。

必須: いいえ
objectiveSensitivity

Amazon Personalize が最適化の目的の重要性と関連性のバランスをどのように取るかを指定します。

タイプ: 文字列

有効な値:  LOW | MEDIUM | HIGH | OFF

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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Recipe
サービス: Amazon Personalize

レシピに関する情報を提供します。各レシピは、CreateSolution 操作を使用するときに Amazon 
Personalize がモデルトレーニングで使用するアルゴリズムを提供します。

目次

algorithmArn

Amazon Personalize がモデルをトレーニングするために使用するアルゴリズムの Amazon リソース
ネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
creationDateTime

レシピの作成日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
description

recipe の説明。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
featureTransformationArn

FeatureTransformation オブジェクトの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

レシピの最終更新日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

レシピの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。
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パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
recipeArn

レシピの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
recipeType

次のいずれかの値になります。
• PERSONALIZED_RANKING
• RELATED_ITEMS
• USER_PERSONALIZATION

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
status

レシピのステータス。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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RecipeSummary
サービス: Amazon Personalize

レシピのプロパティの概要を提供します。詳細なリストについては、DescribeRecipe API を呼び出してく
ださい。

目次

creationDateTime

レシピの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
domain

レシピのドメイン (レシピがドメインデータセットグループのユースケースの場合)。

タイプ: 文字列

有効な値:  ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

レシピが最後に更新された日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

レシピの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
recipeArn

レシピの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

レシピのステータス。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。
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分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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Recommender
サービス: Amazon Personalize

ドメインデータセットグループのレコメンデーションジェネレーターを記述します。特定のド
メインユースケース (ドメインレシピ) のドメインデータセットグループにレコメンダーを作成
し、GetRecommendationsリクエストでレコメンダーを指定します。

目次

creationDateTime

レコメンダーの作成日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

レコメンダーを含むドメインデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
failureReason

レコメンダーが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

レコメンダーの最終更新日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
latestRecommenderUpdate

レコメンダーに対する最新の更新の概要を提供します。

型: RecommenderUpdateSummary (p. 656) オブジェクト

必須: いいえ
modelMetrics

レコメンダーのパフォーマンスを判断するのに役立つ評価指標を提供します。詳細については、「レ
コメンダーの評価」を参照してください。

タイプ: ダブルマップへの文字列。

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
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name

レコメンダーの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
recipeArn

レコメンダーが作成されたレシピ (ドメインデータセットグループのユースケース) の Amazon リソー
スネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
recommenderArn

レコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
recommenderConfig

レコメンダーの設定の詳細。

型: RecommenderConfig (p. 653) オブジェクト

必須: いいえ
status

レコメンダーのステータス。

レコメンダーは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• 保留中停止 > 進行中停止 > 非アクティブ > 保留中開始 > 進行中開始 > アクティブ
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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 SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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RecommenderConfig
サービス: Amazon Personalize

レコメンダーの設定の詳細。

内容

itemExplorationConfig

explorationWeight と explorationItemAgeCutOff を含む探索設定ハイパーパラメータ 
(Amazon Personalize がアイテムを推奨するときに使用するアイテム探索の量を設定するために使用
するもの) を指定します。レコメンダーがユーザー向けにパーソナライズされたレコメンデーションを
生成する場合にのみ itemExplorationConfig データを提供します (人気のあるアイテムや類似ア
イテムではありません)。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
minRecommendationRequestsPerSecond

Amazon Personalize がサポートする、リクエストされた 1 秒あたりの最小プロビジョン
ド推奨 (推奨) を指定します。minRecommendationRequestsPerSecond高くなると請
求額が増えます。minRecommendationRequestsPerSecond(デフォルト) は 1 から始め
ることをお勧めします。Amazon CloudWatch のメトリックスを使用して使用状況を追跡
し、minRecommendationRequestsPerSecond必要に応じて使用量を増やします。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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RecommenderSummary
サービス: Amazon Personalize

レコメンダーのプロパティの概要を提供します。

目次

creationDateTime

レコメンダーの作成日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

レコメンダーを含むドメインデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

レコメンダーの最終更新日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

レコメンダーの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
recipeArn

レコメンダーが作成されたレシピ (ドメインデータセットグループのユースケース) の Amazon リソー
スネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
recommenderArn

レコメンダーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
recommenderConfig

レコメンダーの設定の詳細。

型: RecommenderConfig (p. 653) オブジェクト

必須: いいえ
status

レコメンダーのステータス。レコメンダーは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• 保留中停止 > 進行中停止 > 非アクティブ > 保留中開始 > 進行中開始 > アクティブ
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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RecommenderUpdateSummary
サービス: Amazon Personalize

レコメンダーの更新のプロパティの概要を提供します。詳細なリストについては、DescribeRecommender
API を呼び出してください。

目次

creationDateTime

レコメンダーの更新の作成日時 (Unix 形式)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

レコメンダーの更新が失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

レコメンダーの更新の最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
recommenderConfig

レコメンダーの更新の設定の詳細。

型: RecommenderConfig (p. 653) オブジェクト

必須: いいえ
status

レコメンダーの更新のステータス。

レコメンダーは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• 保留中停止 > 進行中停止 > 非アクティブ > 保留中開始 > 進行中開始 > アクティブ
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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S3DataConfig
サービス: Amazon Personalize

Amazon S3 の入力または出力バケットの設定の詳細。

目次

kmsKeyArn

Amazon Personalize が入力ファイルと出力ファイルを暗号化または復号するために使用するAWS 
Key Management Service (KMS) キーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

パターン: arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*

必須: いいえ
path

Amazon S3 バケットのファイルパス。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: (s3|http|https)://.+

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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Solution
サービス: Amazon Personalize

ソリューションに関する情報を提供するオブジェクト。ソリューションは、キャンペーンとしてデプロイ
できるトレーニング済みモデルです。

目次

autoMLResult

performAutoML が true の場合、見つかった最適なレシピを指定します。

型: AutoMLResult (p. 571) オブジェクト

必須: いいえ
creationDateTime

ソリューションの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

トレーニングデータを提供するデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
eventType

モデルのトレーニングに使用されるイベントタイプ (例えば、「クリック」または「いい
ね」)。eventType が指定されていない場合、Amazon Personalize は、タイプにかかわらず、同じ重
みでトレーニングするためにすべてのインタラクションを使用します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

ソリューションの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
latestSolutionVersion

ステータスと ARN を含む、ソリューションの最新バージョンを記述します。

型: SolutionVersionSummary (p. 670) オブジェクト

必須: いいえ
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name

ソリューションの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
performAutoML

Important

自動機械学習の使用 代わりに、ご利用のユースケースと利用可能な Amazon Personalize レ
シピを合わせてください。詳細については、「ユースケースの使用」を参照してください。

true の場合、Amazon Personalize は、ソリューション構成で指定されたリストから最適な 
USER_PERSONALIZATION recipe の検索を実行します (recipeArn を指定しないでくださ
い)。false (デフォルト) の場合、Amazon Personalize はトレーニングに recipeArn を使用します。

型: ブール

必須: いいえ
performHPO

選択したレシピでハイパーパラメータ最適化 (HPO) を実行するかどうか。デフォルトは false で
す。

型: ブール

必須: いいえ
recipeArn

ソリューションの作成に使用されたレシピの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
solutionArn

ソリューションの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
solutionConfig

ソリューションの設定プロパティを記述します。

型: SolutionConfig (p. 662) オブジェクト
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必須: いいえ
status

ソリューションのステータス。

ソリューションは、次に示す状態のいずれかになります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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SolutionConfig
サービス: Amazon Personalize

ソリューションの構成プロパティを記述します。

目次

algorithmHyperParameters

ハイパーパラメータの名前と範囲を一覧表示します。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
autoMLConfig

AutoML の実行時に検索する recipe のリストを含む AutoMLConfig オブジェクト。

型: AutoMLConfig (p. 570) オブジェクト

必須: いいえ
eventValueThreshold

モデルのトレーニングには、このしきい値以上の値を持つイベントのみが使用されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
featureTransformationParameters

特徴変換パラメータを一覧表示します。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
hpoConfig

ハイパーパラメータ最適化 (HPO) のプロパティを記述します。

型: HPOConfig (p. 634) オブジェクト

必須: いいえ
optimizationObjective

ストリーミング時間 (分) の最大化や収益の増加など、ソリューションの追加の目的を記述します。詳
細については、「ソリューションの最適化」を参照してください。
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型: OptimizationObjective (p. 645) 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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SolutionSummary
サービス: Amazon Personalize

ソリューションのプロパティの概要を提供します。詳細なリストについては、DescribeSolution API を呼
び出してください。

目次

creationDateTime

ソリューションの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
lastUpdatedDateTime

ソリューションの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

ソリューションの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
recipeArn

ソリューションが使用するレシピの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
solutionArn

ソリューションの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

ソリューションのステータス。

ソリューションは、次に示す状態のいずれかになります。
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• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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SolutionVersion
サービス: Amazon Personalize

カスタムデータセットグループ内のの特定のバージョンに関する情報を提供するオブジェクト。

目次

creationDateTime

このバージョンのソリューションの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
datasetGroupArn

トレーニングデータを提供するデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
eventType

モデルのトレーニングに使用されるイベントタイプ (例えば、「クリック」または「いいね」)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
failureReason

ソリューションバージョンのトレーニングが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

ソリューションの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
name

ソリューションバージョンの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
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performAutoML

true の場合、Amazon Personalize は、ソリューション設定に従って最適なレシピを検索します。false 
(デフォルト) の場合、Amazon Personalize は recipeArn を使用します。

型: ブール

必須: いいえ
performHPO

選択したレシピでハイパーパラメータ最適化 (HPO) を実行するかどうか。デフォルトは false で
す。

型: ブール

必須: いいえ
recipeArn

ソリューションで使用されるレシピの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
solutionArn

ソリューションの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
solutionConfig

ソリューションの設定プロパティを記述します。

型: SolutionConfig (p. 662) オブジェクト

必須: いいえ
solutionVersionArn

ソリューションバージョンの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

ソリューションバージョンのステータス。

ソリューションバージョンは、次のいずれかの状態になります。
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• CREATE PENDING
• CREATE IN_PROGRESS
• ACTIVE
• CREATE FAILED
• CREATE STOPPING
• CREATE STOPPED

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
trainingHours

モデルのトレーニングに使用した時間。モデルのトレーニングにかかる時間について請求されます。
このフィールドは、Amazon Personalize がモデルのトレーニングに成功した後にのみ表示されます。

型: 倍精度

有効な範囲: 最小値 は 0 です。

必須: いいえ
trainingMode

ソリューションバージョンを作成するときに実行するトレーニングの範囲。FULL オプションは、入
力ソリューションのトレーニングデータ全体に基づいてソリューションバージョンをトレーニング
しますが、UPDATE オプションは、入力ソリューションと比較して変更されたデータのみを処理しま
す。まったく新しいものを作成するのではなく、ソリューションバージョンを段階的に更新する場合
に UPDATE 選択します。

Important

UPDATE オプションは、FULL オプションを使用して入力ソリューションから作成されたアク
ティブなソリューションバージョンが既にあり、入力ソリューションが User-Personalization
レシピまたは HRNN-Coldstart レシピでトレーニングされている場合にのみ使用できます。

タイプ: 文字列

有効な値:  FULL | UPDATE

必須: いいえ
tunedHPOParams

ハイパーパラメータ最適化が実行された場合、最もパフォーマンスの高いモデルのハイパーパラメー
タ値が含まれます。

型: TunedHPOParams (p. 673) 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
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• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SolutionVersionSummary
サービス: Amazon Personalize

ソリューションバージョンのプロパティの概要を提供します。詳細なリストについて
は、DescribeSolutionVersion API を呼び出してください。

目次

creationDateTime

このバージョンのソリューションの作成日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
failureReason

ソリューションバージョンが失敗した場合、失敗の理由。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
lastUpdatedDateTime

ソリューションバージョンの最終更新日時 (Unix 時間)。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
solutionVersionArn

ソリューションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
status

ソリューションバージョンのステータス。

ソリューションバージョンは、次のいずれかの状態になります。
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -または- CREATE FAILED

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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Tag
サービス: Amazon Personalize

サービスに適用し、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。詳細については、
「Amazon Personalize リソースへのタグ付け」を参照してください。

目次

tagKey

タグを構成するキーと値のペアの一部。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。

タイプ: 文字列

長さの制限: 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
tagValue

タグを構成するキーと値のペアのオプションの一部。値はタグカテゴリ (キー) の記述子として機能し
ます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 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、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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TunedHPOParams
サービス: Amazon Personalize

ハイパーパラメータ最適化 (HPO) が実行された場合、最もパフォーマンスの高いモデルのハイパーパラ
メータ値が含まれます。

目次

algorithmHyperParameters

最高のパフォーマンスを発揮するモデルのハイパーパラメータ値のリスト。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 100 です。

キーの長さの制限: 最大長は 256 です。

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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

Amazon Personalize Events
次のデータ型は、Amazon Personalize Events でサポートされています。

• Event (p. 674)
• Item (p. 677)
• MetricAttribution (p. 678)
• User (p. 679)
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Event
サービス: Amazon Personalize Events

PutEvents API を使用して送信されるユーザーインタラクションのイベント情報を表します。

内容

eventId

イベントに関連付けられた ID。イベント ID が指定されていない場合、Amazon Personalize はイ
ベントの一意の ID を生成します。イベント ID はモデルへの入力として使用されません。Amazon 
Personalize は、イベント ID を使用して一意のイベントを区別します。同じイベント ID を持つ最初の
イベント以降の後続のイベントは、モデルトレーニングでは使用されません。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: いいえ
eventType

イベントのタイプ (クリックやダウンロードなど)。このプロパティは、インタラクションスキーマの
EVENT_TYPE フィールドに対応し、追跡しているイベントのタイプによって異なります。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: はい
eventValue

インタラクションスキーマの EVENT_VALUE フィールドに対応するイベント値。

タイプ: 浮動小数点

必須: いいえ
impression

ユーザーに表示したアイテムのシーケンスを表すアイテム ID のリスト。例えば、["itemId1", 
"itemId2", "itemId3"]。項目のリストを提供して、イベントのインプレッションデータを手動で
記録します。インプレッションデータの記録の詳細については、「インプレッションデータの記録」
を参照してください。

型: 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 25 項目です。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: いいえ
itemId

インタラクションスキーマの ITEM_ID フィールドに対応するアイテム ID キー。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: いいえ

674

https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/recording-events.html#putevents-including-impressions-data


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize Events

metricAttribution

イベントに関連するメトリックアトリビューションに関する情報が含まれます。指標アトリビュー
ションの詳細については、「レコメンデーションの影響の測定」を参照してください。

型: MetricAttribution (p. 678) オブジェクト

必須: いいえ
properties

記録することを選択する可能性のあるイベント固有のデータの文字列マップ。例えば、ユーザーがサ
イトで映画を評価した場合 (映画 ID (itemId) とレーティング (eventValue) 以外)、ユーザーが行っ
た映画のレーティングの数を送信することもできます。

マップの各アイテムは、キーバリューペアで設定されています。例:

{"numberOfRatings": "12"}

キーは、インタラクションスキーマのフィールドと一致するキャメルケース名を使用します。上記
の例では、numberOfRatings は Interactions スキーマで定義された「NUMBER_OF_RATINGS」
フィールドと一致します。

以下はプロパティのキーワードとして含めることはできません (大文字と小文字は区別されません)。
• userId
• sessionId
• eventType
• timestamp
• レコメンデーション ID
• 印象

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。

必須: いいえ
recommendationId

ユーザーが操作したアイテムを含むレコメンデーションのリストの ID。recommendationIdユー
ザーに表示したおすすめをインプレッションデータとして Amazon Personalize に暗黙的に記録させ
るように指定します。また、recommendationId指標アトリビューションを使用してレコメンデー
ションの影響を測定する場合は提供してください。

インプレッションデータの記録の詳細については、「インプレッションデータの記録」を参照してく
ださい。指標アトリビューションの作成について詳しくは、「レコメンデーションの影響の測定」を
参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 40 です。

必須: いいえ
sentAt

イベントが発生したときのクライアント側のタイムスタンプ (Unix 時間)。

タイプ: Timestamp

必須: はい
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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 SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

676

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/personalize-events-2018-03-22/Event
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/personalize-events-2018-03-22/Event
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-events-2018-03-22/Event
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/personalize-events-2018-03-22/Event


Amazon Personalize デベロッパーガイド
Amazon Personalize Events

Item
サービス: Amazon Personalize Events

PutItems API を使用して Items データセットに追加されたアイテムメタデータを表します。詳細につい
ては、「アイテムの増分インポート」を参照してください。

目次

itemId

アイテムに関連付けられた ID。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: はい
properties

アイテム固有のメタデータの文字列マップ。マップの各要素は、キーバリューペアで設定されていま
す。例: {"numberOfRatings": "12"}。

キーは、Items データセットのスキーマ内のフィールドと一致するキャメルケース名を使用します。
前の例では、numberOfRatings は Items スキーマで定義された「NUMBER_OF_RATINGS」フィー
ルドと一致します。カテゴリ文字列データについて、単一のアイテムに複数のカテゴリを含めるに
は、各カテゴリをパイプ区切り文字 (|) で区切ります。例えば、\"Horror|Action\" です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 24262 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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MetricAttribution
サービス: Amazon Personalize Events

イベントに関連するメトリックアトリビューションに関する情報が含まれます。指標アトリビューション
の詳細については、「レコメンデーションの影響の測定」を参照してください。

目次

eventAttributionSource

イベントのソース (サードパーティなど)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^[\x20-\x7E]*[\x21-\x7E]+[\x20-\x7E]*$

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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User
サービス: Amazon Personalize Events

PutUsers API を使用して Users データセットに追加されたユーザーメタデータを表します。詳細につい
ては、ユーザーの増分インポートを参照してください。

目次

properties

アイテム固有のメタデータの文字列マップ。マップの各要素は、キーバリューペアで設定されていま
す。例: {"numberOfVideosWatched": "45"}。

キーは、Users データセットのスキーマ内のフィールドと一致するキャメルケース名を
使用します。前の例では、numberOfVideosWatched は Users スキーマで定義された
「NUMBER_OF_VIDEOS_WATCHED」フィールドに一致します。カテゴリ文字列データについて、
単一のユーザーに複数のカテゴリを含めるには、各カテゴリをパイプ区切り文字 (|) で区切ります。
例えば、\"Member|Frequent shopper\" です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 4,096 です。

必須: いいえ
userId

ユーザーに関連付けられた ID。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

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

Amazon Personalize Runtime
次のデータ型は、Amazon Personalize Runtime でサポートされています。

• PredictedItem (p. 680)
• Promotion (p. 681)
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PredictedItem
サービス: Amazon Personalize Runtime

アイテムを識別するオブジェクト。

GetRecommendations (p. 559) および GetPersonalizedRanking (p. 555) API は、PredictedItem のリス
トを返します。

目次

itemId

推奨アイテム ID。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: いいえ
promotionName

予測アイテムを含むプロモーションの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
score

次にユーザーが該当のアイテムを選択することについての、モデルの確実性の数値表現。スコアリン
グロジックの詳細については、「レコメンデーションスコア (p. 228)」を参照してください。

型: 倍精度浮動小数点数

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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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Promotion
サービス: Amazon Personalize Runtime

プロモーションに関する情報が含まれています。プロモーションは、構成可能な推奨アイテムのサブセッ
トに適用される追加のビジネスルールを定義します。

目次

filterArn

このプロモーションで使用される Amazon リソースネーム (ARN)。このフィルターは、プロモートア
イテムの条件を定義します。詳細については、「プロモーションフィルター」を参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

必須: いいえ
filterValues

アイテムをプロモーションするときに使用する値。プロモーションのフィルター式の各プレースホ
ルダーパラメータについて、(大文字と小文字が一致した状態で) パラメータ名をキーとして指定し、
フィルター値を対応する値として指定します。1 つのパラメータの複数の値をコンマで区切ります。

INCLUDE 要素を使用してアイテムを含めるフィルター式について、式で定義されているすべてのパラ
メータの値を指定する必要があります。EXCLUDE 要素を使用してアイテムを除外する式を含むフィル
ターについては、filter-values を省略できます。この場合、Amazon Personalize は、式のその部
分を使用してレコメンデーションをフィルタリングしません。

フィルター作成の詳細については、「フィルターに関する推奨事項とユーザーセグメント」を参照し
てください。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: アイテムの最大数は 25 です。

キーの長さの制限: 最大長は 50 です。

キーパターン: [A-Za-z0-9_]+

値の長さの制限: 最大長は 1000 です。

必須: いいえ
name

プロモーションの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*

必須: いいえ
percentPromotedItems

プロモーションを適用するおすすめ商品の割合。
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型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 100 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

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

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。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidAction

要求されたアクション、または操作は無効です。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。
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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
RequestExpired

リクエストの日付スタンプから 15 分を経過した後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場
合など) から 15 分を経過した後に、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
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共通パラメータ
次のリストには、すべてのアクションが署名バージョン 4 リクエストにクエリ文字列で署名するために
使用するパラメータを示します。アクション固有のパラメータは、アクションのトピックに示されていま
す。署名バージョン 4 の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSAPI リクエストへの署名」を参照
してください。

Action

実行するアクション。

型: 文字列

必須: はい
Version

リクエストが想定している API バージョンである、YYYY-MM-DD 形式で表示されます。

型: 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: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

有効な値: AWS4-HMAC-SHA256

必須: 条件による
X-Amz-Credential

認証情報スコープの値で、アクセスキー、日付、対象とするリージョン、リクエストしているサー
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]

詳細については、IAM ユーザーガイドの「署名付きAWS API リクエストを作成する」を参照してくだ
さい。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 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する日付です。形式は ISO 8601 基本形式の YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' で
なければなりません。例えば、日付 20120325T120000Z は、有効な X-Amz-Date の値です。

条件: X-Amz-Date はすべてのリクエストに対してオプションです。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 ベーシック形式で日付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、IAM ユーザーガイドの「AWSAPI リクエスト署名の要素」を参照して
ください。
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共通パラメータ

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。から
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のリストについてはAWS STS、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM と連携するサービス」を参照してくださいAWS のサービス。

条件:からの一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合AWS STS、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署名キーから計算された 16 進符号化署名を指定します。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 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、IAM ユーザーガイドの「署名付きAWS API リクエストを作成する」を参照
してください。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による
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Amazon Personalize のドキュメント
履歴

次の表は、Amazon Personalize デベロッパーガイドの各リリースにおける重要な変更点を示しています。
このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

変更 説明 日付

新機能 (p. 686) Amazon Personalize では、人気
が類似商品レシピで生成されるレ
コメンデーションにどのように影
響するかを設定できるようになり
ました。詳細については、「類似
アイテムのレシピ」を参照してく
ださい。

2023 年 4 月 21 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize で
は、Amazon SageMaker データ
ラングラーを使用して 40 以上の
ソースから Amazon Personalize 
データセットにデータをイン
ポートできるようになりまし
た。詳細については、「Amazon 
SageMaker データラングラーを
使用したデータのインポート」を
参照してください。

2023 年 4 月 14 日

新規ドキュメント機能 (p. 686) Amazon Personalize 開発者ガイ
ドに、新しい準備チェックリス
トが含まれるようになりました。
このチェックリストは、Amazon 
Personalize を自分のデータで
使用するための準備に役立ちま
す。詳細については、「準備状況
チェックリスト」を参照してくだ
さい。

2023 年 2 月 9 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize では、デー
タセットにインポートするデータ
に関するインサイトと統計の生成
がサポートされるようになりまし
た。詳細については、データセッ
トのデータの分析を参照してくだ
さい。

2023 年 1 月 25 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、カスタ
ムデータセットグループ用の新し
いトレンドレシピをサポートする
ようになりました。詳細について
は、Trending-Nowレシピを参照
してください。

2023 年 1 月 6 日
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新機能 (p. 686) Amazon Personalize は IAM ポリ
シーでのタグの使用をサポートす
るようになりました。詳細につい
ては、「IAMポリシーでタグを使
用する」を参照してください。

2022 年 12 月 28 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、トレー
ニングクォータ時にモデルで検
討されるインタラクションの最
大数をサポートするようになり
ました。さらに、トレーニング時
にモデルで検討されるユーザーの
最大数 (クォータ) は適用されな
くなりました。詳細については、
「Amazon Personalize エンドポ
イントとクォータ」を参照してく
ださい。

2022 年 12 月 15 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize では、レコ
メンデーションがビジネスに与え
る影響を測定するメトリックスア
トリビューションの作成がサポー
トされるようになりました。詳細
については、「レコメンデーショ
ンの影響の測定」を参照してくだ
さい。

2022 年 11 月 17 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize のアクティ
ブなソリューション、アクティブ
なキャンペーン、レコメンダー、
フィルターの総数の割り当てが増
えました。これらのクォータはそ
れぞれ、アカウントごとではなく
データセットグループごとに適用
されるようになりました。クォー
タの詳細については、「Amazon 
Personalize クォータ」を参照し
てください。

2022 年 9 月 7 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize のフィル
ターでは、1 つのイベントタイプ
につき、ユーザー 1 人あたり最
大 100 件のインタラクションが
考慮されるようになりました。
フィルターについて詳しくは、
「おすすめとユーザーセグメン
トの絞り込み」を参照してくださ
い。

2022 年 8 月 29 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize 
は、VIDEO_ON_DEMAND ド
メインの新しいトレンドナウ
ユースケースをサポートするよ
うになりました。詳細について
は、VIDEO_ON_DEMAND ユー
スケースを参照してください。

2022 年 8 月 17 日
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新機能 (p. 686) Amazon Personalize では、レコ
メンデーション内の商品を別の
プロモーションフィルターで宣伝
できるようになりました。アイテ
ムのプロモーションについては、
「レコメンデーション内のアイテ
ムのプロモーション」を参照して
ください。

2022 年 8 月 12 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize では、プ
レースホルダーパラメータを含む
フィルター式での比較演算子の使
用がサポートされるようになりま
した。フィルター式の詳細につい
ては、「フィルター式」を参照し
てください。

2022 年 8 月 12 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、データ
セットの段階的な一括更新をサ
ポートするようになりました。
データセットのインポートジョブ
を使用して、既存のデータを置き
換えることなくデータセットを更
新できるようになりました。詳細
については、既存の大括データの
更新を参照してください。

2022 年 8 月 2 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、非構造
化テキストメタデータを利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、非構造化テキストメタデー
タを参照してください。

2022 年 6 月 6 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize レコメン
ダーがオフラインメトリクスを生
成するようになりました。これら
のメトリクスを使用して、レコメ
ンデーションダーのパフォーマン
スを評価できます。詳細について
は、「レコメンダーの評価」を参
照してください。

2022 年 5 月 24 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、レコメ
ンダーを停止して再起動する機
能をサポートするようになりま
した。これにより、レコメンダー
請求を一時停止して、使用した
ときのみ支払いを行うことができ
ます。詳細については、レコメン
ダーの停止と開始を参照してくだ
さい。

2022 年 4 月 20 日
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新機能 (p. 686) Amazon Personalize では、タグ
を使用して Amazon Personalize 
リソースを分類および管理でき
るようになりました。詳細につい
ては、「Amazon Personalize リ
ソースにタグを付ける」を参照し
てください。

2022 年 4 月 7 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、でリ
ソースを指定する機能をサポー
トするようになりましたAWS 
CloudFormation。詳細につい
ては、「によるリソースの指
定」を参照してくださいAWS 
CloudFormation。

2022 年 3 月 11 日

新規ドキュメント機能 (p. 686) Amazon Personalize 開発者ガイ
ドに、Amazon Personalize で発
生する可能性のあるエラーメッ
セージに関するよくある質問への
回答とトラブルシューティングの
アドバイスを提供する新しいトラ
ブルシューティングトピックが含
まれるようになりました。詳細に
ついては、「トラブルシューティ
ング」を参照してください。

2022 年 2 月 15 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、ビデオ
オンデマンドまたは e コマース
ドメイン向けのユースケース最
適化リソースを使用したドメイン
データセットグループの作成をサ
ポートするようになりました。詳
細については、「ドメインデータ
セットグループ」を参照してくだ
さい。

2021 年 11 月 29 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、新しい 
USER_SEGMENTATION レシピ
を使用したユーザーセグメントの
作成をサポートするようになりま
した。USER_SEGMENTATION 
レシピは、アイテム入力データ
に基づいてユーザーのセグメント
を生成します。詳細については、
「USER_SEGMENTATION のレ
シピ」を参照してください。

2021 年 11 月 29 日
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新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、新し
い RELATED_ITEMS レコメン
デーションレシピである Similar-
Items をサポートするようになり
ました。Similar-Items レシピを
使用して、インタラクションデー
タとアイテムメタデータの両方に
基づいて類似アイテムのレコメン
デーションを生成します。詳細に
ついては、「類似アイテムのレシ
ピ」を参照してください。

2021 年 10 月 5 日

新規ドキュメント機能 (p. 686) Amazon Personalize デベロッ
パーガイドには、SDK for 
Java 2.x を使用した Amazon 
Personalize の利用に関する開始
方法のチュートリアルが含まれて
います。詳細については、「開始
方法 (SDK for Java 2.x)」を参照
してください。

2021 年 8 月 25 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、Items 
データセットの非構造化テキス
トメタデータから有意義な情報を
抽出できるようになりました。詳
細については、「アイテムデータ
セット」を参照してください。

2021 年 6 月 9 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、ソ
リューションバージョンの作成を
停止する (モデルのトレーニング
を停止する) 機能をサポートする
ようになりました。詳細について
は、「ソリューションバージョン
の作成の停止」を参照してくださ
い。

2021 年 5 月 20 日

新機能 (プレビューリリー
ス) (p. 686)

Amazon Personalize は、収益の
最大化などの関連性の最大化に
加えて、目的に合わせてソリュー
ションを最適化できるようにな
りました。この機能はプレビュー
リリースです。詳細については、
「追加の目的のためのソリュー
ションの最適化」を参照してくだ
さい。

2021 年 5 月 18 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、分
析と追跡のために、Amazon 
Personalize のデータセットのレ
コードを Amazon S3 バケットに
エクスポートできるようになりま
した。詳細については、「データ
セットのエクスポート」を参照し
てください。

2021 年 4 月 26 日
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新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、User-
Personalization でトレーニング
した最新モデル (ソリューション
バージョン) を 2 時間ごとに自動
的に更新して、新しいデータを含
めるようになりました。詳細につ
いては、「User-personalization 
レシピ」を参照してください。

2020 年 11 月 17 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、レコメ
ンデーションを取得するときに
指定した基準に基づいてレコメ
ンデーションをフィルタリングで
きるようになりました。詳細につ
いては、「レコメンデーションの
フィルタリング」を参照してくだ
さい。

2020 年 11 月 10 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、ユー
ザーとアイテムを増分的にイン
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、「レコードの増分インポー
ト」を参照してください。

2020 年 10 月 2 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、新し
い USER_PERSONALIZATION 
レコメンデーションレシピを
サポートするようになりまし
た。USER_PERSONALIZATION 
機能には、インプレッションデー
タのモデリング、アイテムの自
動探索、コールドアイテムの自動
選択が含まれます。詳細について
は、「User-personalization レシ
ピ」を参照してください。

2020 年 8 月 5 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、カスタ
ムフィルター式を使用して、アイ
テムとユーザーのメタデータに基
づいてレコメンデーションをフィ
ルタリングできるようになりまし
た。詳細については、「レコメン
デーションのフィルタリング」を
参照してください。

2020 年 7 月 31 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize で、ユー
ザーが操作したアイテムに基づ
いて結果をフィルタリングできる
ようになりました。詳細について
は、「レコメンデーションのフィ
ルタリング」を参照してくださ
い。

2020 年 6 月 3 日
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新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、推奨ア
イテムのスコアを公開するよう
になりました。スコアは、ユー
ザーが次に特定のアイテムを選択
する Amazon Personalize モデル
の確実性を表します。詳細につい
ては、「レコメンデーションの取
得」を参照してください。

2020 年 4 月 3 日

新しい地域 (p. 686) Amazon Personalize は、アジ
アパシフィック (ソウル) リー
ジョンのサポートを追加しま
す。Amazon Personalize でサ
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。

2020 年 1 月 21 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、コンテ
キストメタデータに基づいてレコ
メンデーションを取得できるよう
になりました。詳細については、
「レコメンデーションの取得」を
参照してください。

2019 年 12 月 19 日

新しい地域 (p. 686) Amazon Personalize では、アジ
アパシフィック (ムンバイ)、ア
ジアパシフィック (シドニー)、
およびカナダ (中部) の各リー
ジョンのサポートが追加されま
した。Amazon Personalize でサ
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。

2019 年 12 月 18 日

新機能 (p. 686) Amazon Personalize は、バッチ
レコメンデーションワークフロー
をサポートするようになりまし
た。詳細については、「バッチレ
コメンデーションの取得」を参照
してください。

2019 年 11 月 14 日

Amazon Personalize の一般利
用 (p. 686)

Amazon Personalize が一般的に
ご利用いただけるようになりまし
た。

2019 年 6 月 10 日

Amazon Personalize のプレ
ビューのリリース (p. 686)

本書は Amazon Personalize 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 AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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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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